
職種・雇用形態・雇用期間 仕事内容 賃金形態・賃金・就業時間

月給

1人 250,000円～300,000円
就業場所

正社員 TEL
企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1) 9時45分～19時00分 就業場所

月給

1人 250,000円～300,000円
就業場所

正社員 TEL
企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1) 9時45分～19時00分 就業場所

月給

1人 150,000円～400,000円
就業場所

正社員 TEL
企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1) 8時00分～17時00分 就業場所

月給

1人 330,480円～558,140円
就業場所

正社員 TEL
企業全体

雇用期間の定めなし 59歳以下 (1) 8時00分～17時00分 就業場所

月給

1人 132,500円～170,000円
就業場所

正社員 TEL
変形（１年単位） 企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1) 9時00分～18時00分 就業場所

月給

1人 215,000円～265,000円
就業場所

正社員 TEL
企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1) 8時30分～17時30分 就業場所

時給（月額換算）

1人 153,000円～153,000円
就業場所

有期雇用派遣 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1) 9時00分～17時30分 就業場所

日給（月額換算）

1人 132,916円～132,916円
就業場所

正社員以外 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1) 8時30分～17時15分 就業場所

時給（月額換算）

1人 137,600円～137,600円
就業場所

正社員以外 TEL
企業全体

日雇 不問 (1) 8時30分～17時15分 就業場所

日給（月額換算）

1人 129,920円～129,920円
就業場所

正社員以外 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1) 8時30分～17時15分 就業場所

不問
20人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010- 6015991

不問

他 株式会社エス・ティー・シー
毎　週

秋田県秋田市土崎港相染町家ノ下３
７－１

5人 018-880-0188

平成31年3月19日発行（平成31年3月18日受付分)　Ｎｏ．１
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求人数
年齢

必要な免許
資格・経験

求人事業所名

休日・従業員数・加入保険 所在地・就業場所

求人番号

店長候補・販売責任者
候補：ソフトバンク土崎
港　他

＊ソフトバンク店舗における責任者
○店長候補
・店舗運営全般
・マネジメント
○販売責任者
・販売リーダー
・人財育成

店舗：ソフトバンク土崎港、ワイモバイル土崎港

店長候補・販売責任者
候補：ソフトバンク新国
道

＊ソフトバンク店舗における責任者
○店長候補
・店舗運営全般
・マネジメント
○販売責任者
・販売リーダー
・人財育成

不問

他 株式会社エス・ティー・シー
毎　週

秋田県秋田市土崎港相染町家ノ下３
７－１

5人 018-880-0188

不問

普通自動車運転免
許（ＡＴ限定可）
１級・２級建築士、
１級・２級建築管理
技士資格あれば尚
可

20人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010- 6017791

現場施工管理及び見
習

○注文住宅の施工管理を担当していただきます。
・主に工事現場管理事務（仕事の段取り、見積り、積算、ＣＡＤ図面
の作成、他業者との打合せ等）
・施工現場での技術業務、お引渡しまでの顧客対応、手続き業務も
担当します。
・メンテナンス、増改築を担当する場合もあります。
・お客様と現場の職人、双方とのコミュニケーションスキルも求めら
れます。
＊現場は主に秋田市内となります。
＊移動には社用車使用

日他 株式会社　吉田工務店
その他

秋田県潟上市天王字持谷地８６‐４０

6人 018-878-6797

6人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010- 5989191

建築施工管理［秋田
市・横手市・大仙市］

集合住宅・オフィスビル・物流施設等の各建設現場等におけ
る建築施工管理業務に従事していただきます
（業者の段取り・作業員への指示・品質管理・工程管理・安全
管理・打ち合わせ他）
＊ご本人の希望や適性を踏まえて担当現場を決定いたしま
す
＊施工管理経験が５年あれば、公認資格の有無は問いませ
ん
＊随時、各地域にて面接や会社説明会を行っております
　予約や今後のスケジュール等はお気軽に御連絡下さい

普通自動車免許
（ＡＴ限定可）

土日祝他 株式会社　メイジン
毎　週

宮城県仙台市青葉区本町１丁目１－
８　第１日本オフィスビル７階

87人 022-224-6841

施工管理経験５年以
上
パソコン操作（ワード・
エクセル）

273人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
04010-20739491

Ｗｅｂプログラマー、開
発エンジニア

○トラパンツ本社プログラミング部門を担当していただきます。ＨＴＭ
Ｌコーディング、システム開発、ＰＨＰプログラミング、アプリ開発な
ど。
・応募に経験の深度は問いません。
★社内外での勉強会・交流会など不定期に開催し、スキルアップや
業種間交流につなげています
★官公庁、総合病院、醸造元、美容関連、福祉施設、空港、ホテル
など、県内のお客様を中心にお仕事をいただいております。
＊詳細は弊社ホームページにて。（必ず確認してください）
ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｔｏｒａｐａｎｔｓ．ｃｏ．ｊｐ／

不問

他 株式会社　トラパンツ
その他

秋田県秋田市旭北栄町１－４６

28人 018-883-1909

不問
30人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010- 5985791

生活相談員

〇ショートステイにおける生活相談員業務全般に従事してい
ただきます。
・施設利用者の入退所調整
・電話応対
・送迎業務
・書類作成（パソコン使用）
・短期入所施設計画書作成
・その他付随する業務
＊外出時は社用車使用（ＡＴ車使用）

普通自動車免許Ａ
Ｔ限定可
社会福祉主事任用
資格

土日祝他 有限会社　アイ・サポート
毎　週

秋田県秋田市御所野元町１丁目１－
８

22人 018-893-4175

パソコン操作（ワー
ド、エクセル）

53人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010- 5964091

（派）一般事務及び社
内システムへのデータ
投入［秋田市］

・工事受渡しの補助業務
・各種社内システムからの図面切り出し、データ出力の補助
業務
・固定資産、少額備品、リース車両等の物品管理業務
・電話対応、お客様対応
・社内補助業務
＊業務上社用車を使用し運転する機会あり
＊３ヶ月毎契約更新
　　　　　　　　　＊＊　急　募　＊＊

普通自動車免許
（ＡＴ限定可）

土日祝他 株式会社　パソナジョブサポート　東
北支店毎　週
宮城県仙台市宮城野区榴岡４丁目３
－１０　仙台ＴＢビル１階

10人 022-299-8771

エクセル・ワード
秋田県秋田市

平成31年4月1日～平
成31年6月30日 雇用・労災・健康・厚生

04010-20680391

一般事務補助（臨時）

○事務補助業務に従事していただきます。
・書類整理
・来客対応、電話対応
・その他、付随する業務

＊パソコン操作あり


不問

土日祝 秋田県秋田地域振興局農林部
毎　週

秋田県秋田市山王４丁目１番２号

73人 018-860-3312

パソコン操作（初級
程度）

283人 秋田県秋田市
平成31年4月1日～平
成31年9月30日 雇用・公災・健康・厚生

05010- 5962591

事務補助（～４／３０）

○健診事務に関する各種届出書の受付業務及び事務補助
に従事していただきます。
・パソコン入力作業（受付書類をもとに入力）
・受付書類の整理等
・開封作業

不問

土日祝 全国健康保険協会秋田支部
毎　週

秋田県秋田市旭北錦町５－５０　シ
ティビル秋田２階

66人 018-883-1841

パソコン（ワード、エ
クセル）操作の出
来る方

4,400人 秋田県秋田市
平成31年4月1日～平
成31年4月30日 労災

05010- 5967991

事務補助（ドック健診業
務）

・ドック健診業務（視力測定、身体測定、案内等）
・予約入力
・受診セット発送業務
・顧客対応　等

不問

土日祝 公益財団法人　秋田県総合保健事
業団毎　週
秋田県秋田市千秋久保田町６番６号

50人 018-831-2011

パソコン操作（ワー
ド・エクセル等）

350人 秋田県秋田市
平成31年4月1日～平
成32年3月31日 雇用・労災・健康・厚生

05010- 6001291

℡ 018-864-4111

ハローワーク秋田（秋田公共職業安定所）

秋田市茨島１丁目１２－１６
◎ 紙面の関係上、全内容が掲載されておりませんので、詳しい内容を知りたい方、面接を希望される方はハローワークの紹介窓口へお問い合わせ

ください。
◎ 面接にはハローワークが発行する紹介状が必要です。
◎ ハローワークでは随時紹介を行っておりますので、この求人の中でもすでに決定済となっている場合があります。 その際はあしからずご了承 くだ

さい。



職種・雇用形態・雇用期間 仕事内容 賃金形態・賃金・就業時間

日給（月額換算）

1人 132,600円～132,600円
就業場所

正社員以外 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1) 8時30分～17時15分 就業場所

月給

1人 183,084円～228,855円
就業場所

正社員 TEL
企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1) 9時45分～19時00分 就業場所

月給

1人 183,084円～228,855円
就業場所

正社員 TEL
企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1) 9時45分～19時00分 就業場所

月給

1人 169,544円～216,315円
就業場所

正社員 TEL
企業全体

雇用期間の定めなし 59歳以下 (1) 9時00分～18時00分 就業場所

月給

2人 175,000円～240,000円
就業場所

正社員 TEL
変形（１年単位） 企業全体

雇用期間の定めなし 45歳以下 (1) 9時00分～18時00分 就業場所

月給

1人 143,000円～166,000円
就業場所

正社員以外 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1) 9時00分～17時15分 就業場所

月給

1人 151,000円～230,000円
就業場所

正社員 TEL
変形（１年単位） 企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1) 8時40分～17時20分 就業場所
(2) 8時40分～16時40分

月給

1人 160,000円～250,000円
就業場所

正社員以外 TEL
変形（１年単位） 企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1) 5時30分～10時30分 就業場所
(2) 8時00分～15時30分
(3)10時00分～21時00分

時給（月額換算）

1人 146,880円～146,880円
就業場所

正社員 TEL
変形（１年単位） 企業全体

雇用期間の定めなし 不問 就業場所

月給

2人 210,000円～400,000円
就業場所

正社員 TEL
交替制あり 企業全体

雇用期間の定めなし 18歳～62歳 就業場所

月給

6人 142,560円～245,000円
就業場所

正社員 TEL
変形（１年単位） 企業全体

雇用期間の定めなし 18歳以上 (1) 8時00分～17時00分 就業場所
(2)20時00分～ 5時00分
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平成31年3月19日発行（平成31年3月18日受付分)　Ｎｏ．２
求人数
年齢

必要な免許
資格・経験

求人事業所名

休日・従業員数・加入保険 所在地・就業場所

求人番号

一般事務補助

○一般事務補助業務に従事していただきます。
・窓口応対及び電話応対
・文書受付・発送、身障手帳・療育手帳発行に関する業務補
助
・給茶等雑務

＊雇用期間の更新の可能性あります。

平成31年4月1日～平
成31年9月30日 雇用・労災・健康・厚生

05010- 6022691

不問

土日祝 秋田県福祉相談センター
毎　週

秋田県秋田市中通二丁目１番５１号
明徳館ビル１Ｆ

24人 018-831-2301

5人 018-880-0188

不問

パソコン操作経験
者（一太郎または
ワード及びエクセ
ル）

3,600人 秋田県秋田市

不問

他 株式会社エス・ティー・シー

ショップクルー：ソフトバ
ンク土崎港、ワイモバイ
ル土崎港

＊ソフトバンク店舗におけるショップスタッフ
・ケータイ電話などの販売
・アフターサービス業務
・お客様接客業務
・商品管理業務


不問

他 株式会社エス・ティー・シー
毎　週

秋田県秋田市土崎港相染町家ノ下３
７－１

不問
20人 秋田県秋田市

20人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010- 6018891

ショップクルー：ソフトバ
ンク新国道

＊ソフトバンク店舗におけるショップスタッフ
・ケータイ電話などの販売
・アフターサービス業務
・お客様接客業務
・商品管理業務

株式会社　富士薬品　秋田営業所
毎　週

秋田県秋田市新屋豊町１２－６

毎　週
秋田県秋田市土崎港相染町家ノ下３
７－１

5人 018-880-0188

雇用・労災・健康・厚生・財
形 05010- 5980091

雇用・労災・健康・厚生
05010- 6020091

ルート営業

○当社の配置薬（置き薬）をご利用いただいているご家庭や
企業を定期訪問し、ご使用いただいた分の集金と補充を行い
ます。お客様の健康相談にのり、ニーズに合わせた商品説明
健康補助食品のご提案も行います。
・社用車使用。
＊登録販売者資格は必ず取得してもらいます。
　資格取得に向けた支援体制充実です。
＊訪問販売という営業スタイルの理解を深めて頂くため、１週
間程度同行研修があります。日給６，１００円

普通自動車免許
（ＡＴ限定可）必須

日祝他

6人 018-874-8202

パソコン操作可能
な方（ワード・エクセ
ル）

1人 018-823-3561

不問
4,395人 秋田県秋田市

普通自動車免許
ＡＴ可
保育士資格あれば
尚可

土日祝他 株式会社　ニチイ学館　秋田支店

営業

○「ブラウブリッツ秋田」や「障がい者支援団体きょうされん」
など、地域支援型の通信回線を地域に広めていく仕事です。
それと共にオフィスのかかりつけ医として中小企業の通信基
盤を支え、不安なく業務して頂く環境をサポートしていく仕事
です。
　お客様を大切にし地域を大切にする仲間を募集します。

＊マイカー使用（ガソリン代支給・範囲は県内）


普通自動車運転免
許（ＡＴ限定可）

日祝他 株式会社　コネクト
その他

秋田県秋田市新屋町字新町後２８０
－１８２

営業経験（業種、経
験年数不問）

92,410人 秋田県秋田市

6人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010- 5968491

保育事業　営業職（事
務業務含む）

・各種保育所の新規開設に向けた営業活動が主な業務とな
ります。
・業務経験のない方や女性営業担当も活躍しています。
・自治体、一般事業主、学校法人、医療機関を営業先とした
保育園開設に関する、提案営業、ニーズヒアリング、提案書
作成、契約締結まで担っていただきます。

株式会社　桑原
隔　週

秋田県秋田市卸町４丁目７番９号

毎　週
秋田県秋田市中通２丁目４－１９　商
工中金第一生命秋田ビル５Ｆ

39人 018-835-4276

雇用・労災・健康・厚生
05010- 5977791

～平成32年3月31日
雇用・労災・健康・厚生

05010- 5975991

営業

（１）ルートセールス
（２）新規開拓
（３）配送
（４）集金
（５）出庫
（６）品揃え
（７）注文書の発行（自社独自ソフトへパソコン入力するだけ
の作業）以上の業務に従事します。
＊社用車は２ｔトラックとワゴンタイプ

普通自動車免許
（ＡＴ限定不可）

日祝他

18人 018-865-2111

不問

18人 018-863-1818
・パソコン入力できる
方
・営業経験者尚可
・包材、雑貨、食品
卸、文具等のセール
ス経験者尚可

42人 秋田県秋田市

不問

他 北川フーズ株式会社　回鮮まぐろ亭

調理スタッフ（和・洋食）

○和・洋食の調理スタッフとして勤務していただきます。
【主な仕事内容】
・朝昼食を中心に、メニュー作成、食材等の発注、仕込み、
　原価管理等厨房業務全般。
・食器や調理器具等の洗浄、厨房内清掃他付随する業務

＊必ずしもホテルでの経験は必要ありません。柔軟な発想と
　創造力をフルに活用してくださる、活気のある方をお待ち
　しております。

不問

他 ホテルマネージメントインターナショナ
ル　株式会社その他
秋田県秋田市大町３丁目４－１８

不問
5人 秋田県秋田市

1,300人 秋田県秋田市
12ヶ月

雇用・労災・健康・厚生
05010- 5991991

寿司職人及び見習い

・回転寿司店に於いて調理業務に従事していただきます。
・調理業務
・食材仕込み
・接客
・その他付随する業務


株式会社　ダイニングファクトリー
な　し

栃木県宇都宮市簗瀬４－１６－１６

その他
秋田県秋田市保戸野千代田町２－２
３

5人 018-827-4700

雇用・労災・健康・厚生
09016-  860091

雇用・労災・健康・厚生
05010- 5959991

調理・ホールスタッフ
（秋田県秋田市）

飲食店において、以下の業務を担当していただきます。
○調理　○ホール接客　○レジ・清掃等　○店舗管理
仕事の内容は、相談により決定いたします。
※調理師の免許をお持ちでなくても食に興味があり、やる気
のある方、仕事に対して前向きに取り組める方なら、歓迎い
たします。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＊未経験者歓迎。
＊賄い補助あり。

不問

他

その他
秋田県秋田市将軍野東１丁目５－６
９

26人 018-800-8408

不問

9人 028-610-0568

不問
1,000人 秋田県秋田市

26人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010- 5987291

警備員「秋田市」【トライ
アル雇用併用求人】

○工事現場等における車、歩行者の交通誘導に従事してい
た　だきます。
・現場は主に秋田市内。
・自宅から直行直帰が基本となります。
（月に何日か、秋田市以外での勤務もあります）
＊仕事に携帯電話を使います。（業務終了時の報告の為）
＊未経験の方大歓迎、初めての方にはマンツーマンで指導し
ます。安心して現場に出られるよう親切丁寧に指導します。

普通自動車運転免許
（ＡＴ限定可）
（交通誘導１・２級、指
導教育責任者の資格
者は優遇）

日祝他 株式会社　新システム警備



職種・雇用形態・雇用期間 仕事内容 賃金形態・賃金・就業時間

時給（月額換算）

2人 192,000円～192,000円
就業場所

正社員以外 TEL
企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1) 8時00分～17時30分 就業場所

月給

1人 150,000円～300,000円
就業場所

正社員以外 TEL
変形（１年単位） 企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1) 8時30分～17時00分 就業場所

日給（月額換算）

1人 140,700円～150,750円
就業場所

正社員 TEL
企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1) 8時00分～17時00分 就業場所

月給

1人 146,300円～146,300円
就業場所

正社員 TEL
変形（１年単位） 企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1) 8時30分～17時30分 就業場所

月給

1人 153,500円～175,000円
就業場所

正社員 TEL
変形（１年単位） 企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1) 8時25分～17時00分 就業場所

月給

1人 220,000円～350,000円
就業場所

正社員 TEL
変形（１年単位） 企業全体

雇用期間の定めなし 35歳以下 (1) 8時30分～18時00分 就業場所

平成31年3月19日発行（平成31年3月18日受付分)　Ｎｏ．３

3ページ中 3ページ

求人数
年齢

必要な免許
資格・経験

求人事業所名

休日・従業員数・加入保険 所在地・就業場所

求人番号

農作業員

○農作業全般（稲作全般）の仕事です。

・田植えに係わる作業全般
　種まき、田植え及びその準備など
・草刈り
・１ｔトラックの運転作業
※短期間希望の方、相談に応じます。
※今後の就農を考えている方、周辺農家の方の応募も歓迎
　します。
　　●応募連絡は、ハローワーク紹介に限ります●

普通自動車運転免
許（ＡＴ限定不可）

他 有限会社　スズキファーム
その他

秋田県南秋田郡大潟村字西２－１－
１９

5人 0185-22-4175

不問
5人 秋田県南秋田郡大潟村

雇用・労災・健康・厚生
05011-  444191

技術職

○主にサッシ・ガラス組立、配達に従事していただきます。

＊社用車を使用します（ＡＴ限定不可）。

＊初心者の方でも仕事は丁寧に教えますので安心して応募
して下さい。商品知識のない方は入社後覚えられます。


普通自動車運転免
許（ＡＴ限定不可）

日祝他 三傳商事　株式会社
その他

秋田県秋田市新屋鳥木町１－８１

56人 018-888-8500

不問
66人 秋田県秋田市

12ヶ月
雇用・労災・健康・厚生

05010- 5965391

亜鉛製造電極板加工
【急募】

○加工業務全般を担当していただきます。
・アルミ板（１０ｋｇ～１５ｋｇ）の加工及び運搬
・その他、付随する業務


＊簡単な作業ですのでお気軽にご応募ください。



普通自動車免許
（ＡＴ限定可）
（溶接関係の有資
格者なお可）

土日祝他 株式会社　船木鉄工所
毎　週

秋田県秋田市川尻町字大川反１７０
－３２

5人 018-823-6661

不問
21人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010- 5969791

トラック運転手（大型）

○大型（平ボデー）での商品運搬に従事していただきます。
・荷物の積み下ろし作業（手積、手下ろしはありません）
・その他、付随する業務
＊玉掛・移動式クレーンの免許があれば尚可
＊県内運送がメインです。
＊作業着貸与
【月額目安】
　売上歩合、現場手当、県外手当、通勤費を含めると給与
　支給額は、２４万円～３２万円となります。

大型自動車免許
・玉掛、移動式ク
レーン免許あれば
尚可

日祝他 株式会社　太平陸送運輸
隔　週

秋田県秋田市外旭川字三千刈１２２
－１

55人 018-824-8800

不問
57人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010- 5958691

トラック運転手【４トン】

○４トントラックで潟上市から大館市に製品（医療機器等）を
納品する業務（荷積み、荷卸し）に従事していただきます。
　
○納品業務の無い時は、工場内作業（フォークリフト使用）に
従事していただきます。

準中型免許以上、
フォークリフト免許
取得者【両方必須】

他 フカイ工業　株式会社　秋田工場
その他

秋田県潟上市天王字上江川４７－１
６１２

116人 018-878-6188

トラック運転経験者
（４トン）

190人 秋田県潟上市

雇用・労災・健康・厚生
05010- 6023991

リフォーム工事等／秋
田支店

●外装・水廻りのリフォーム工事
●防水・断熱工事、シロアリ等害虫駆除工事
●改装・改築、増築、増改築工事　など
業界Ｎｏ．１の給与を目指しており、努力すればするほど昇給するこ
とができます。上記の業務以外にも、ハウスメーカー・工務店を通じ
ての敷地調査、地盤調査、地盤改良、床暖房、瑕疵担保取次、防
水・断熱・シロアリ駆除等を行っております。これら業務全般を手伝っ
ていただくこともあります
※経験のない業務でも、丁寧に指導・教育いたします。

普通自動車免許
（ＡＴ限定不可）

日祝他 株式会社　ピコイ

雇用・労災・健康・厚生
13010-37663991

その他
東京都千代田区神田東松下町１７
フリージアグループ本社ビル５Ｆ

5人 03-6635-1833

不問
307人 秋田県秋田市

℡ 018-864-4111

ハローワーク秋田（秋田公共職業安定所）

秋田市茨島１丁目１２－１６
◎ 紙面の関係上、全内容が掲載されておりませんので、詳しい内容を知りたい方、面接を希望される方はハローワークの紹介窓口へお問い合わせ

ください。
◎ 面接にはハローワークが発行する紹介状が必要です。
◎ ハローワークでは随時紹介を行っておりますので、この求人の中でもすでに決定済となっている場合があります。 その際はあしからずご了承 くだ

さい。

　　　　●求人に興味はあるけれど、いきなり面接は不安・・・
　　　　●色々な会社の情報を集めたい！

　

　　　　　　　ハローワーク秋田１階相談室において、下記日程の １０：００～１２：００ で開催します。
　　　　　　　面談時間は１人２０分となります（事前予約必要）。詳細は窓口にお問い合わせください。
　
　
　１．　３月１９日　㈱全建【大型ウイング、平ボデー、トレーラーの各乗務員】
　２．　３月２０日　㈱へいあん秋田【セレモニープランナー、典礼アシスタント、営業スタッフ　他】
　３．　３月２２日　㈲やさしい手秋田【訪問介護員】
　　　　　　　　　　　　※６０歳以上応募歓迎！！
　４．　３月２５日　㈱無限堂【調理、ホール係】
　５．　３月２６日　西武　秋田店【化粧品販売】
　６．　３月２７日　医療法人　正和会(関係法人含む)【介護福祉士、看護師、介護員、調理員　他】
　　　　　　　　　　　　※６０歳以上応募歓迎！！
　７．　３月２８日　㈲アイ・サポート【介護スタッフ】
　８．　３月２９日　社会福祉法人新秋会【介護職員、看護職員】
　９．　４月　１日　㈱秋田温泉さとみ(福祉事業部)【看護師、介護職員】
１０．　４月　２日　㈱イースリー【電気工事及び設備工事補助】
１１．　４月　３日　㈱ホテル・アルファーワン秋田【フロントスタッフ、ホテルスタッフ補助】
１２．　４月　４日　大同生命保険㈱秋田営業部【法人営業・アフターサービス】

ミニ面談会（CoCo de 面談会）のご案内

履歴書不要!! 手ぶらでＧＯ!!





職種・雇用形態・雇用期間 仕事内容 賃金形態・賃金・就業時間

月給

1人 248,200円～357,200円
就業場所

正社員 TEL
企業全体

雇用期間の定めなし 40歳以下 (1) 9時00分～18時00分 就業場所

月給

1人 196,277円～212,507円
就業場所

正社員 TEL
変形（１ヶ月単位） 企業全体

雇用期間の定めなし 59歳以下 (1) 8時30分～17時15分 就業場所

月給

1人 180,000円～250,000円
就業場所

正社員 TEL
変形（１ヶ月単位） 企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1) 8時30分～17時30分 就業場所

月給

1人 193,850円～258,000円
就業場所

正社員 TEL
変形（１ヶ月単位） 企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1) 8時30分～17時30分 就業場所

月給

1人 151,400円～190,400円
就業場所

正社員 TEL
変形（１ヶ月単位） 企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1) 8時30分～17時30分 就業場所
(2)16時30分～ 9時00分

月給

1人 180,700円～247,600円
就業場所

正社員 TEL
企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1) 8時30分～17時00分 就業場所

月給

1人 185,000円～250,000円
就業場所

正社員 TEL
企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1) 9時00分～18時00分 就業場所

時給（月額換算）

1人 124,800円～140,400円
就業場所

正社員以外 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1) 8時30分～17時00分 就業場所

日給（月額換算）

1人 152,712円～152,712円
就業場所

正社員以外 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1) 8時30分～17時15分 就業場所

日給（月額換算）

1人 132,916円～132,916円
就業場所

正社員以外 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1) 8時30分～17時15分 就業場所

不問
1,190人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生・財
形 05010- 6048991

普通自動車免許
（ＡＴ限定可）
建築士２級あれば
尚可

火水他 株式会社　日本ハウスホールディン
グス　Ｊ・エポックホーム事業部　秋田毎　週
秋田県秋田市八橋鯲沼町１－２３

5人 018-853-1235

平成31年3月20日発行（平成31年3月19日受付分)　Ｎｏ．１

3ページ中 1ページ

求人数
年齢

必要な免許
資格・経験

求人事業所名

休日・従業員数・加入保険 所在地・就業場所

求人番号

建築現場監督

○ご契約頂いた設計図書に基づき、着工から建物が完成す
るまで現場管理を行います。
　直営工事体制で工程管理、品質管理、原価管理を行い、お
客様へ満足のゆく建物をお引き渡しします。

＊現場への移動は、自家用車を使用します。
（借上代支給）

＊移動範囲は、秋田県内が中心となります。

看護師

○当法人が運営する社会福祉施設で、利用者の看護業務に
　従事していただきます。
・バイタルチェック
・健康相談
・医療機関への付き添い等　　　　　　　　　　　　　　　

　【法人内施設で異動あり】

看護師免許

他 社会福祉法人　秋田県社会福祉事
業団毎　週
秋田県秋田市御所野下堤５－１－１

760人 018-889-8360

不問
760人 秋田県秋田市

平成31年4月1日～
雇用・労災・健康・厚生

05010- 6038091

看護職員（正社員）「特
別養護老人ホームひな
た」

○「特別養護老人ホームひなた」での看護業務
・入居者の健康管理（脈拍、血圧、体温の測定等）
・薬の管理
・傷等の処置
・受診援助（＊車の運転はありません。）
・嘱託医との連絡調整等を行います。
＊入居者６０人に対して看護師５人で対応します。
＊ブランクのある方、安心して就業できます。
＊介護業務は、殆どありません。
【秋田県】介護サービス事業所認定評価制度

看護師又は准看護
師

他 社会福祉法人　新秋会
その他

秋田県秋田市土崎港西３丁目１１－
５

47人 018-816-0377

不問
95人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010- 6066791

事業所内認可保育所
の園長

○事業所内認可保育所「てんぷす」の運営管理、保護者様対
応、施設管理、スタッフの管理　等

＊０歳、１歳、２歳児で定員１９名。

＊働き方改革関連認定企業
　【秋田県】男女イキイキ職場宣言事業所　

保育士

他 医療法人　正和会
その他

秋田県潟上市昭和大久保字街道下
９２－１

11人 018-877-7110

不問
354人 秋田県潟上市

雇用・労災・健康・厚生
05010- 6064991

保育士【正社員】

○保育士業務全般を担当していただきます。
・子どものお預かり　
・子どもと共に遊ぶ　・見守り
・排泄補助、おむつ交替（視診、検温等）
・食事補助、午睡のうながし　・連絡帳の記入
・環境の構成、整備手伝い、室内清掃　
（手作りおもちゃ、ついたて製作　等）
＊保育園児０歳、１歳、２歳児で定員１９名。
＊保育士１０名（うちパート３名）、保育補助３名体制
【働き方改革関連認定企業】

保育士

他 医療法人　正和会
その他

秋田県潟上市昭和大久保字街道下
９２－１

11人 018-877-7110

不問
354人 秋田県潟上市

雇用・労災・健康・厚生
05010- 6065491

技術系職員（医学系研
究科技術部）

医学系研究科技術部に所属し、主に教員の研究補助ならびに事務
作業行う他、学部及び大学院学生の実習や講義における教育補助
に関する業務に従事します。特に公衆衛生学や疫学調査・臨床研
究・生命科学分野の最新の知識や技術の習得に意欲のある方を募
集します。
【主な業務内容】
１．エクセルによる統計処理の支援
２．各種調査活動で得たデータの入力
３．教員の学会活動の補佐　　　４．文献収集　他

　＊働き方改革関連認定企業【くるみん】

不問

土日祝他 国立大学法人　秋田大学
毎　週

秋田県秋田市手形学園町１－１

763人 018-889-2215

特記事項欄参照
2,334人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010- 6076291

一般事務

○一般的な事務の業務に従事していただきます。
・書類作成、電話対応、来客対応など
・パソコン使用（ワード、エクセル）
・来客応対
＊外出用務あり（自家用車使用：ガソリン代支給）
＊建設業ではなく「夢や希望」を提供している「サービス業」と
いう精神で日々取り組んでおります。

＊プラス志向で、チャレンジ精神旺盛な方、歓迎致します。

普通自動車免許
（ＡＴ限定可）

水他 株式会社　サンコーホーム
毎　週

秋田県秋田市東通８丁目１－１５

21人 018-836-4777

不問
78人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生・財
形 05010- 6045091

事務員（庶務課）

○一般事務全般を担当していただきます。
・電話応対
・パソコン入力業務（表計算等）
・簡単な事務作業
・その他、付随する雑務有


【６ヶ月毎の契約更新】

不問

土日祝他 社会医療法人　明和会　中通総合病
院毎　週
秋田県秋田市南通みその町３番１５
号

819人 018-833-1122

不問
1,415人 秋田県秋田市

6ヶ月
雇用・労災・健康・厚生

05010- 6051591

試験研究補助（臨時的
任用職員）

・スギ、マツ林や広葉樹林において、樹木の成長量（樹高、直
径等）や植生調査等の調査補助
・調査データの入力作業
・県内宿泊出張あり（宿泊費等旅費支給）

不問

土日祝他 秋田県林業研究研修センター
毎　週

秋田県秋田市河辺戸島字井戸尻台
４７－２

27人 018-882-4511

パソコンの基本操
作が出来ること

27人 秋田県秋田市
平成31年4月15日～平
成31年10月14日 雇用・労災・健康・厚生

05010- 6035291

一般事務補助（臨時）

○事務補助業務に従事していただきます。
・書類整理
・来客対応、電話対応
・その他、付随する業務

＊パソコン操作あり


不問

土日祝 秋田県秋田地域振興局農林部
毎　週

秋田県秋田市山王４丁目１番２号

73人 018-860-3312

パソコン操作（初級
程度）

283人 秋田県秋田市
平成31年4月1日～平
成31年9月30日 雇用・公災・健康・厚生

05010- 6043591

℡ 018-864-4111

ハローワーク秋田（秋田公共職業安定所）

秋田市茨島１丁目１２－１６
◎ 紙面の関係上、全内容が掲載されておりませんので、詳しい内容を知りたい方、面接を希望される方はハローワークの紹介窓口へお問い合わせ

ください。
◎ 面接にはハローワークが発行する紹介状が必要です。
◎ ハローワークでは随時紹介を行っておりますので、この求人の中でもすでに決定済となっている場合があります。 その際はあしからずご了承 くだ

さい。



職種・雇用形態・雇用期間 仕事内容 賃金形態・賃金・就業時間

日給（月額換算）

1人 136,864円～136,864円
就業場所

正社員以外 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1) 8時30分～17時15分 就業場所

日給（月額換算）

1人 120,768円～120,768円
就業場所

正社員以外 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1) 8時30分～17時15分 就業場所

月給

1人 150,000円～150,000円
就業場所

正社員 TEL
企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1) 8時45分～18時15分 就業場所
(2) 8時45分～12時45分

月給

1人 162,000円～182,000円
就業場所

正社員 TEL
変形（１年単位） 企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1) 8時00分～17時00分 就業場所

月給

2人 118,800円～118,800円
就業場所

正社員以外 TEL
企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1) 8時20分～17時00分 就業場所

月給

1人 230,000円～270,000円
就業場所

正社員 TEL
変形（１ヶ月単位） 企業全体

雇用期間の定めなし 44歳以下 (1)10時00分～19時00分 就業場所
(2)11時00分～20時00分

時給（月額換算）

2人 133,056円～133,056円
就業場所

正社員以外 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1)11時00分～21時00分 就業場所

月給

1人 195,000円～207,600円
就業場所

正社員 TEL
変形（１ヶ月単位） 企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1) 8時30分～17時30分 就業場所

月給

1人 210,000円～260,000円
就業場所

正社員 TEL
企業全体

雇用期間の定めなし 59歳以下 (1) 9時00分～18時00分 就業場所

月給

3人 150,000円～180,000円
就業場所

正社員 TEL
変形（１ヶ月単位） 企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1) 7時10分～16時10分 就業場所
(2) 8時30分～17時30分
(3)10時00分～19時00分

月給

1人 150,000円～175,000円
就業場所

正社員 TEL
変形（１ヶ月単位） 企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1) 8時30分～17時30分 就業場所
(2) 9時00分～18時00分
(3)16時30分～ 9時30分

3ページ中 2ページ

平成31年3月20日発行（平成31年3月19日受付分)　Ｎｏ．２
求人数
年齢

必要な免許
資格・経験

求人事業所名

休日・従業員数・加入保険 所在地・就業場所

求人番号

一般事務補助

・一般事務補助
・文書整理
・パソコン操作（一太郎、Ｅｘｃｅｌ等）
・電話応対
・接客（お茶出し等）

平成31年5月1日～平
成31年10月31日 雇用・公災・健康・厚生

05010- 6055691

不問

土日祝他 秋田県農林水産部農地整備課
毎　週

秋田県秋田市山王４丁目１－１

27人 018-860-1721

60人 018-864-2711

パソコン基本操作
出来る方（エクセ
ル、ワード等）

パソコン操作可能
であること

3,500人 秋田県秋田市

不問

日祝他 医療法人　祥穂会　つつみ整形外科

たん吸引等研修担当事
務補助員

○施設職員を対象とした「たん吸引等研修」実施に伴う器具
準備等の補助及び文書の収受、印刷、発送、パソコンによる
入力作業（ワード・エクセル使用）

○電話対応、その他事務補助

＊外出業務あり（ＡＴ車）

普通自動車免許
（ＡＴ限定可）

土日祝他 社会福祉法人　秋田県社会福祉協
議会毎　週
秋田県秋田市旭北栄町１番５号

医療事務経験者・
コンピューター操作
のできる方

18人 秋田県秋田市

60人 秋田県秋田市
平成31年4月15日～平
成31年9月30日 雇用・労災・健康・厚生

05010- 6079091

受付事務員

○整形外科、リウマチ科、リハビリテーション科クリニック
・患者さんの受付、案内
・電子カルテ（ダイナミクス）の入力
・電話応対　等

＊カルテ（ソフト）入力は、入社後指導します。

株式会社　中央建装
その他

秋田県秋田市寺内蛭根６５－８２

な　し
秋田県秋田市寺内堂ノ沢３－８－２４

18人 018-880-6060

雇用・労災・健康・厚生
05010- 6044191

雇用・労災・健康・厚生・財
形 05010- 6033791

経理事務

○経理事務全般に従事していただきます。
・ＴＫＣソフトへのデータ入力
・請求書の作成
・給与、社会保険業務
・パソコン操作（ワード、エクセル他）
・電話応対、来客対応、事務用品の管理
・その他付随する業務
＊銀行、郵便局などへの外出用務あり（社用車使用）
＊制服貸与

普通自動車免許
（ＡＴ限定可）

日祝

168人 018-878-5151

パソコン操作のできる
方（エクセル・ワード）
ＩＦ関数の操作、機能
を使える方

25人 018-838-1281

・パソコン操作（ワー
ド、エクセル）出来る
方
・経理経験のある方
（必須）

25人 秋田県秋田市

不問

他 株式会社　さすがや

生産管理事務（パソコ
ン入力）

○パソコンでのデータ入力業務に従事していただきます。
・受注業務にともなうパソコンへのデータ入力
・その他付随する業務

＊パソコン使用（エクセル・ワード）

不問

土日祝他 ニッポ電工　株式会社
毎　週

秋田県潟上市天王字塩口北野８１－
１

不問
9人 秋田県秋田市

168人 秋田県潟上市

雇用・労災・健康・厚生
05010- 6030691

秋田市／買取・修理ス
タッフ

買取コンシェルジュ
＊店頭での買付、販売業務
＊新規出店続々。未来の店長候補・マネージャーを募集
　します。
＊業界未経験者でも研修があるので、安心して御応募下さ
い。
＊ｉｐｈｏｎｅ修理業務
※修理業務全般
※秋田県初出店：オープニングスタッフ募集

株式会社　全国チェーン竜鳳
その他

栃木県宇都宮市下荒針町３５９０－１

毎　週
東京都台東区東上野１丁目１３－１
田中ビル２Ｆ

2人 03-5816-6362

6ヶ月
雇用・労災・健康・厚生

09010- 7316691

雇用・労災・健康・厚生
13030- 6391391

販売スタッフ（秋田県秋
田市：秋田営業所）／フ
ルパート

◇当社指定販売地での焼き鳥の実演販売
※ワークスケジュール表により販売コースを廻って頂き
ます。
※経験がない方でも、２３日間の研修制度がございます
ので、安心してご応募下さい。

★高齢者（６０歳以上）歓迎致します！

　　　　　　　＜＜　急　募　＞＞

普通自動車運転免
許（ＡＴ限定不可）

他

22人 018-800-3457

不問

1人 028-305-3133

不問
152人 秋田県秋田市

普通自動車免許
（ＡＴ限定不可）

他 株式会社　三中井

ルート営業

○日本最大建材メーカーである（株）ＬＩＸＩＬ１００％出資の販
売子会社です。
・ＬＩＸＩＬを中心とした建材の加工販売を行っていただきます。
・住宅会社様、工務店様に定期的に訪問し、住宅資材の提案
営業をしていただきます。

＊活動には社用車を使用します。


普通自動車免許
（ＡＴ限定不可）

日祝他 株式会社　ＬＩＸＩＬトータル販売　秋田
支店その他
秋田県秋田市土崎港相染町字浜ナ
シ山１７－６

不問
20人 秋田県秋田市

1,300人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010- 6052191

ルート営業（秋田営業
所）

・主に既存の得意先（葬儀社、ギフト店）に配達を兼ね、
　ルートセールス及び集金、返品回収業務。

・折をみて、新規開拓も行っていただきます。
＊エリアは主に秋田県内になります。
＊将来的には幹部候補となる方の募集です。
※応募希望者は、紹介状、履歴書を郵送願います。追って
　面接日を連絡いたします。

社会福祉法人　はまなす会
その他

秋田県秋田市土崎港中央３丁目４－
４０

その他
岩手県奥州市江刺豊田町２丁目１－
３３

7人 0197-31-2280

雇用・労災・健康・厚生
05010- 6042291

雇用・労災・健康・厚生
03060- 2073891

介護職員「介護付有料
老人ホーム遥か」

○介護付有料老人ホーム遥かの介護職員として入居者（定
員４０名）への介護業務全般に従事していただきます。
【主な仕事内容】
・入浴、食事、排泄等の介助
・その他付随する業務
・外出用務で自家用車使用の場合あり


普通自動車免許
（ＡＴ限定可）

他

毎　週
秋田県南秋田郡五城目町内川浅見
内字後田１２５－５

15人 018-854-2888

不問

20人 018-845-4575

不問
132人 秋田県秋田市

32人 秋田県南秋田郡五城目町

雇用・労災・健康・厚生
05010- 6050291

介護職員（グループ
ホーム）

○グループホーム（９床）における利用者様の身体介助等の
　業務に従事していただきます。
・１シフトあたり職員６名で対応します。
・入浴、食事、排泄
・利用者様の病院受診の付き添い送迎（ＡＴ車使用）　等
＊週１回程度、夜勤が有ります。
＊夜勤が出来ない方、相談に応じます。
＊未経験者歓迎します。マンツーマンによる丁寧な指導をし
ます。

普通自動車免許
（ＡＴ限定可）

他 湯の越の里　株式会社



職種・雇用形態・雇用期間 仕事内容 賃金形態・賃金・就業時間

月給

1人 135,000円～180,000円
就業場所

正社員以外 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1) 9時00分～19時00分 就業場所
(2) 9時00分～17時00分

月給

2人 161,600円～203,300円
就業場所

正社員 TEL
変形（１ヶ月単位） 企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1)10時00分～19時30分 就業場所
(2)11時00分～20時30分

月給

5人 143,000円～350,000円
就業場所

正社員 TEL
企業全体

雇用期間の定めなし 18歳～64歳 (1) 8時00分～17時00分 就業場所

月給

1人 175,000円～175,000円
就業場所

正社員 TEL
変形（１年単位） 企業全体

雇用期間の定めなし 35歳以下 (1) 8時00分～17時20分 就業場所

日給（月額換算）

2人 225,000円～239,062円
就業場所

正社員以外 TEL
変形（１年単位） 企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1) 8時00分～17時00分 就業場所
(2) 8時00分～17時30分

月給

1人 200,000円～250,000円
就業場所

正社員 TEL
企業全体

雇用期間の定めなし 59歳以下 (1) 9時00分～18時00分 就業場所

月給

1人 170,420円～173,850円
就業場所

正社員 TEL
企業全体

雇用期間の定めなし 59歳以下 (1) 9時00分～18時00分 就業場所

月給

1人 170,000円～170,000円
就業場所

正社員以外 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1) 8時30分～17時15分 就業場所

日給（月額換算）

2人 124,000円～124,000円
就業場所

正社員以外 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1) 8時15分～16時45分 就業場所

平成31年3月20日発行（平成31年3月19日受付分)　Ｎｏ．３

3ページ中 3ページ

求人数
年齢

必要な免許
資格・経験

求人事業所名

休日・従業員数・加入保険 所在地・就業場所

求人番号

歯科助手【産休代替】

○歯科助手業務全般を担当していただきます
・歯科医師の補助業務
・治療の準備、後片付け
・院内の清掃
・その他、付随する業務

不問

日祝他 さくらデンタルオフィス
毎　週

秋田県南秋田郡井川町浜井川字杉
ノ実２４－１

4人 018-874-2522

不問
4人 秋田県南秋田郡井川町

～平成32年4月30日
雇用・労災・健康・厚生

05010- 6034891
コック見習及びホール
係
【トライアル雇用併用求
人】

○調理及びホール業務全般に従事していただきます。
・店内清掃
・接客
・オーダー取り
・配膳
・後片付け
・食器洗い
・スパゲティの調理補助
・レジ操作　他、付随する業務

不問

他 有限会社　カンパーナ
その他

秋田県秋田市山王５丁目１１－１

7人 018-863-8107

不問
8人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010- 6067891

警備スタッフ（正社員）

○社会生活で大切なインフラ整備に伴う警備業務を担当していただ
きます。
＊主にＮＴＴ東日本等の電話インターネット工事や電力工事等を中心
に活動しております。
＊県内最大手であり、イベント警備や駐車場整理も実施しておりま
す。
＊明るく、元気な社風で若者、中高年者も安心して働ける会社です。
※働き方改革関連認定企業【秋田県】男女イキイキ職場宣言事業所

普通自動車免許
（ＡＴ限定可）

土日 株式会社　国際パトロール
毎　週

秋田県秋田市仁井田新田２丁目４－
３

83人 018-889-9004

不問
302人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010- 6037191

機械加工員

○金属加工機械（マシニングセンター）を使用して、半導体な
どの小物部品の加工作業に従事していただきます。

＊制服貸与
＊未経験の方にも丁寧に指導します。


　※製品等の詳細はホームページをご覧ください。

不問

日祝他 タルイシ機工　株式会社　製造部
その他

秋田県秋田市御所野湯本１丁目２－
２

47人 018-889-8225

不問
68人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010- 6031991

現場作業員

○現場作業員として従事していただきます。
・道路のライン引き及び一般塗装作業の補助作業
・材料の積み降ろし、コーン回収作業
・現場を移動して行う作業が多いです。
・運転業務は多くありません。

普通自動車運転免
許（ＡＴ限定不可）

日祝他 平野塗装工業株式会社
隔　週

秋田県秋田市八橋三和町１７－２４

12人 018-863-8555

不問
14人 秋田県潟上市

平成31年4月1日～平
成31年6月30日 雇用・労災・健康・厚生

05010- 6040791

配送及び倉庫管理（秋
田営業所）

《ギフトの配送》
　贈答品等のギフト・引き出物等の配送業務を行います。
　
　＊配送業務が主になりますが、状況に応じて包装作業をしていた
だく事もあります。
　＊配送エリアは、遠くても１時間半程度で行ける範囲です。　
　＊将来的には幹部候補となる方の募集です。

※応募希望者は、紹介状、履歴書を郵送願います。追って
　面接日を連絡いたします。

普通自動車免許
（ＡＴ限定不可）

他 株式会社　三中井
その他

岩手県奥州市江刺豊田町２丁目１－
３３

7人 0197-31-2280

不問
20人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
03060- 2072791

福祉用具のルート配送
／秋田市

医療・福祉業界で大手のニチイ学館１００％子会社です。

・貸与事業者（介護ショップ）等指定先へ商品の配送・回収
（２０ｋｇ程度の荷物あり）
・倉庫業務全般（在庫管理、入出荷処理、倉庫整理）
※仕事をしながら商品を覚えていくので、知識・経験は不問で
す。入社後１ヶ月～２ヶ月間は、仕事の流れをひと通り学んで
いただきながら、取引先へ同行訪問します。

普通自動車第一種
運転免許（ＡＴ可）

日他 株式会社　ニチイケアネット
毎　週

東京都千代田区神田駿河台２－５－
１２

2人 03-5281-1165

不問
300人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
13010-38184591

軽作業

・下水道処理施設内の草刈、清掃、除雪。
・その他施設内の環境設備
・軽トラック運転の場合有
・体力を使う仕事です。

普通自動車運転免
許（ＡＴ限定不可）
（大型・大型特殊免
許歓迎）

土日祝他 東北環境管理　株式会社
毎　週

秋田県秋田市山王２丁目１－５４
三交ビル

56人 018-863-3922

草刈機等の運転
81人 秋田県秋田市

平成31年4月1日～平
成32年3月31日 雇用・労災・健康・厚生

05010- 6046391

校務員（嘱託職員）

○主に草刈、除雪作業、校内設備の簡易な修繕等、学校内
の雑務を行っていただきます。

＊夏休みや冬休みなど、学校が休みの場合は休日となりま
す。

不問

土日祝他 秋田市教育委員会

平成31年4月2日～平
成32年3月31日 雇用・労災・健康・厚生

05010- 6068291

毎　週
秋田県秋田市山王１丁目１－１

2人 018-888-5803

不問
3,496人 秋田県秋田市

℡ 018-864-4111

ハローワーク秋田（秋田公共職業安定所）

秋田市茨島１丁目１２－１６
◎ 紙面の関係上、全内容が掲載されておりませんので、詳しい内容を知りたい方、面接を希望される方はハローワークの紹介窓口へお問い合わせ

ください。
◎ 面接にはハローワークが発行する紹介状が必要です。
◎ ハローワークでは随時紹介を行っておりますので、この求人の中でもすでに決定済となっている場合があります。 その際はあしからずご了承 くだ

さい。



　　　　●求人に興味はあるけれど、いきなり面接は不安・・・
　　　　●色々な会社の情報を集めたい！

　

　　　　　　　ハローワーク秋田１階相談室において、下記日程の １０：００～１２：００ で開催します。
　　　　　　　面談時間は１人２０分となります（事前予約必要）。詳細は窓口にお問い合わせください。
　
　
　１．　３月２０日　㈱へいあん秋田【セレモニープランナー、典礼アシスタント、営業スタッフ　他】
　２．　３月２２日　㈲やさしい手秋田【訪問介護員】
　　　　　　　　　　　　※６０歳以上応募歓迎！！
　３．　３月２５日　㈱無限堂【調理、ホール係】
　４．　３月２６日　西武　秋田店【化粧品販売】
　５．　３月２７日　医療法人　正和会(関係法人含む)【介護福祉士、看護師、介護員、調理員　他】
　　　　　　　　　　　　※６０歳以上応募歓迎！！
　６．　３月２８日　㈲アイ・サポート【介護スタッフ】
　７．　３月２９日　社会福祉法人新秋会【介護職員、看護職員】
　８．　４月　１日　㈱秋田温泉さとみ(福祉事業部)【看護師、介護職員】
　９．　４月　２日　㈱イースリー【電気工事及び設備工事補助】
１０．　４月　３日　㈱ホテル・アルファーワン秋田【フロントスタッフ、ホテルスタッフ補助】
１１．　４月　４日　大同生命保険㈱秋田営業部【法人営業・アフターサービス】
１２．　４月　５日　㈱シンワ【介護職員、看護職員、調理員】

ミニ面談会（CoCo de 面談会）のご案内

履歴書不要!! 手ぶらでＧＯ!!



職種・雇用形態・雇用期間 仕事内容 賃金形態・賃金・就業時間

月給

1人 186,800円～233,000円
就業場所

正社員 TEL
変形（１ヶ月単位） 企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1) 8時30分～17時00分 就業場所
(2) 8時00分～16時30分
(3) 8時30分～12時30分

月給

2人 193,300円～251,500円
就業場所

正社員 TEL
交替制あり 企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1) 8時30分～17時30分 就業場所
(2) 8時00分～17時00分

月給

3人 175,000円～220,000円
就業場所

正社員 TEL
変形（１ヶ月単位） 企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1) 8時30分～17時00分 就業場所
(2)16時00分～ 9時00分

月給

1人 140,000円～211,000円
就業場所

正社員 TEL
変形（１ヶ月単位） 企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1) 8時30分～17時00分 就業場所
(2) 8時30分～12時30分

月給

1人 150,000円～200,000円
就業場所

正社員 TEL
企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1) 8時45分～18時00分 就業場所
(2) 8時45分～12時30分

月給

1人 144,000円～189,000円
就業場所

正社員 TEL
交替制あり 企業全体

雇用期間の定めなし 不問 就業場所

月給

1人 171,000円～191,000円
就業場所

正社員 TEL
変形（１ヶ月単位） 企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1) 8時30分～17時00分 就業場所
(2) 8時30分～12時30分

月給

1人 160,000円～220,000円
就業場所

正社員 TEL
変形（１年単位） 企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1) 9時30分～18時00分 就業場所
(2) 9時30分～19時00分

月給

1人 183,600円～183,600円
就業場所

正社員以外 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1) 8時30分～17時15分 就業場所

月給

1人 141,530円～169,410円
就業場所

正社員 TEL
企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1) 9時00分～18時00分 就業場所

不問
329人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010- 6111991

看護師

他 社会福祉法人　秋田県厚生協会　特
別養護老人ホーム　南寿園その他
秋田県秋田市上北手猿田字後谷地
１０８－３

77人 018-829-0700

平成31年3月22日発行（平成31年3月20日受付分)　Ｎｏ．１

5ページ中 1ページ

求人数
年齢

必要な免許
資格・経験

求人事業所名

休日・従業員数・加入保険 所在地・就業場所

求人番号

看護員（正社員）

○利用者の健康管理、職員検診事務等、看護業務全般を
行っていただきます。

＊入所定員７０名



看護師・准看護師（老
人ホーム幸楽園）

・老人ホーム幸楽園のご利用者の看護業務、血圧測定など
の健康管理業務及び、協力医療機関の嘱託医の連携のも
と、必要な業務を行っていただきます。
・医療機関の受診付き添い、薬の管理等。
・６０名の利用者を、４人体制で担当。

『厚生労働省の「介護サービス情報公開システム」で詳細情
報を公開しています』

看護師または准看
護師

他 社会福祉法人　幸楽会
毎　週

秋田県秋田市上新城中字片野４

38人 018-870-2224

不問
70人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010- 6115291

看護師・准看護師（ニコ
ニコ苑）

○入所者様の健康管理（バイタルチェック、服薬管理）や医師
の診察補佐、指示による看護業務

＊入所者１００名（短期入所含む）及び通所リハビリ（定員
　３０名）の施設です。

＊日勤のみ可

看護師又は、准看
護師

他 医療法人　久幸会
その他

秋田県秋田市下新城中野字琵琶沼
１２４－１

53人 018-873-5188

不問
502人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010- 6124191

支援相談員（ニコニコ
苑）

○ニコニコ苑【入所１００名（短期入所含む）及び通所
　リハビリ（定員３０名）】に関する相談業務全般に従事
　していただきます。
・入退所の調整や他事業所への訪問・営業活動などをお願い
します。
・家族、ケアマネージャーとの連絡調整

社会福祉主事、社
会福祉士・精神保
健福祉士・介護支
援専門員のいずれ
か

他 医療法人　久幸会
その他

秋田県秋田市下新城中野字琵琶沼
１２４－１

53人 018-873-5188

不問
502人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010- 6128991

保育士

〇乳幼児・児童の保育業務

・院内において、来院される患者様や患者様のご家族の保育
を行っていただきます。

　

保育士

日祝他 医療法人　興仁会　あいば歯科医院
その他

秋田県秋田市茨島２丁目３－２

39人 018-863-8787

実務経験２年以上
39人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生・財
形 05010- 6099991

保育士

○保育業務全般を担当していただきます。
・保育園児（０～２才）の保育指導（複数担任制）です。
・その他、付随する業務

＊園児は８０名です。




保育士資格

日祝他 社会福祉法人　さわらび会　秋田駅
東保育園毎　週
秋田県秋田市東通３丁目６－８

44人 018-837-4152

不問
44人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010- 6163891

介護支援専門員（ニコ
ニコ苑）

○ニコニコ苑【入所１００名（短期入所含む）】に関する
ケアプラン作成
・介護保険制度利用のための各種手続き、相談業務などに
従事していただきます。


介護支援専門員

他 医療法人　久幸会
その他

秋田県秋田市下新城中野字琵琶沼
１２４－１

53人 018-873-5188

不問
502人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010- 6130291

衣装関連スタッフ（正社
員）　　【秋田】

○衣装部門の業務を担当していただきます。
（レンタル振袖、ウエディングドレス、子供衣装などのスタイリ
ング、コーディネート）

＊お客様の笑顔の写真を撮影している写真館の衣装業務

＊一般アパレル（洋服）や着物関連業務、ブライダルなどの
経験者優遇します。


普通自動車免許
（ＡＴ限定可）

水他 株式会社　岩田写真
隔　週

秋田県秋田市中通１丁目３－３０

25人 018-834-5015

パソコン（Ｗｏｒｄ、Ｅｘｃ
ｅｌ、インターネットが
使用できること
経験者優遇（未経験
者も可）

60人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生・財
形 05010- 6148291

障害者スポーツ指導

○障害者に対するスポーツ指導
（指導種目：室内競技、スキー、スケート、水泳等）
○障害者スポーツ関係行事の企画、運営
○各種事務処理（文書作成等／ＰＣ使用）
＊学校や施設からの依頼による指導や、在宅の障害者向け
のスポーツ教室の開催
＊指導に出向く際は、自家用車にて移動（交通費別途支給）
　秋田県全域が対象です。
＊雇用期間終了後の契約更新は未定です。

・普通自動車免許（Ａ
Ｔ限定可）
・高校教員免許（保健
体育）ある方（必須）

土日祝 一般社団法人　秋田県障害者スポー
ツ協会毎　週
秋田県秋田市旭北栄町１－５

4人 018-864-2750

・パソコン操作（ｗｏｒ
ｄ、Ｅｘｃｅｌ）
・（障害者スポーツ指
導員又はスポーツ指
導の経験者尚可）

4人 秋田県秋田市
平成31年4月1日～平
成32年3月31日 雇用・労災・健康・厚生

05010- 6097391

一般事務

○一般事務全般に従事していただきます。
・請求書、書類作成（ワード、エクセル）
・電話及び来客対応
・役所への申請　など

＊外出用務時は、社用車使用（ＡＴ車）

普通自動車運転免
許（ＡＴ限定可）

日祝他 株式会社　スペースプロジェクト
その他

秋田県秋田市泉北一丁目６－５１

41人 018-866-6881

パソコンの操作出
来る方（ワード・エク
セル）

50人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010- 6112491

℡ 018-864-4111

ハローワーク秋田（秋田公共職業安定所）

秋田市茨島１丁目１２－１６
◎ 紙面の関係上、全内容が掲載されておりませんので、詳しい内容を知りたい方、面接を希望される方はハローワークの紹介窓口へお問い合わせ

ください。
◎ 面接にはハローワークが発行する紹介状が必要です。
◎ ハローワークでは随時紹介を行っておりますので、この求人の中でもすでに決定済となっている場合があります。 その際はあしからずご了承 くだ

さい。



職種・雇用形態・雇用期間 仕事内容 賃金形態・賃金・就業時間

月給

1人 150,000円～170,000円
就業場所

正社員 TEL
変形（１年単位） 企業全体

雇用期間の定めなし 45歳以下 (1) 9時30分～18時30分 就業場所

月給

1人 150,000円～170,000円
就業場所

正社員 TEL
変形（１年単位） 企業全体

雇用期間の定めなし 45歳以下 (1) 9時30分～18時30分 就業場所

月給

2人 155,000円～220,000円
就業場所

正社員 TEL
交替制あり 企業全体

雇用期間の定めなし 59歳以下 (1) 9時00分～18時00分 就業場所
(2)10時00分～19時00分

時給（月額換算）

1人 126,720円～126,720円
就業場所

正社員以外 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1) 8時30分～17時15分 就業場所

時給（月額換算）

1人 152,640円～152,640円
就業場所

正社員以外 TEL
企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1) 9時00分～18時00分 就業場所

月給

1人 150,000円～170,000円
就業場所

正社員 TEL
変形（１年単位） 企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1) 9時30分～18時30分 就業場所

月給

1人 132,000円～132,000円
就業場所

正社員以外 TEL
変形（１ヶ月単位） 企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1) 8時30分～17時15分 就業場所

日給（月額換算）

1人 129,948円～129,948円
就業場所

正社員以外 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1) 8時30分～17時15分 就業場所

日給（月額換算）

1人 136,680円～136,680円
就業場所

正社員以外 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1) 8時35分～17時05分 就業場所
(2) 8時20分～16時50分

月給

1人 160,000円～190,000円
就業場所

正社員 TEL
変形（１ヶ月単位） 企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1) 8時30分～17時00分 就業場所
(2) 8時30分～12時30分

月給

1人 140,000円～170,000円
就業場所

正社員 TEL
変形（１年単位） 企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1) 8時00分～17時00分 就業場所
(2) 8時20分～17時00分

5ページ中 2ページ

平成31年3月22日発行（平成31年3月20日受付分)　Ｎｏ．２
求人数
年齢

必要な免許
資格・経験

求人事業所名

休日・従業員数・加入保険 所在地・就業場所

求人番号

インターネットへの掲載
業務

【主な業務内容】
・当社賃貸物件をインターネットに掲載します。
・動画や画像をデジカメで撮影のため、社有車（ＡＴ車）での外
出業務があります。


＊簡単な入力でインターネットへ掲載できますので、未経験
者の方も歓迎します。
 雇用・労災・健康・厚生

05010- 6158191

普通自動車免許
（ＡＴ限定可）

他 有限会社　エル・コミュニケーションズ
その他

秋田県秋田市広面字広面２３１－１

9人 018-887-3880

9人 018-887-3880

パソコン（Ｗｏｒｄ、Ｅ
ｘｃｅｌ）できる方

パソコン（ワード、エク
セル）操作できる方
＊入力がスムーズに
できる程度

15人 秋田県秋田市

普通自動車運転免
許（ＡＴ限定可）

他 株式会社　ｉＤＥＮサービス

受付・案内係

○来店されたお客様や、ネットを見て問い合わせされるお客
様に対する賃貸物件の案内及び説明を行っていただきます

＊未経験でも指導いたします。

＊外出はＡＴ社有車使用

・普通自動車免許
（ＡＴ限定可）

他 有限会社　エル・コミュニケーションズ
その他

秋田県秋田市広面字広面２３１－１

パソコン操作（Ｅメー
ル、ワード・エクセル・
アクセスへの定型
フォームの入力）

15人 秋田県秋田市

15人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010- 6159091

オペレーター（秋田支
店：秋田市）

大手事務器機、国立大学医学部、自動車会社、通信会社等
に関する電話オペレータ業務となります。
お客様からのお問い合わせ等の電話受付業務となります。
秘書代行業務は、会社の重役様に代わり電話対応やメール
の送受信をする仕事となります。
企業インフラ受付
＊パソコンにおいてデータ入力の際、エクセル・ワード・
　アクセスを使用します。簡単な入力業務となります。
　操作方法は丁寧に指導します。

一般社団法人　秋田県計量協会
毎　週

秋田県秋田市川尻若葉町１－５　秋
田県計量検定センター内

その他
福島県いわき市好間工業団地１－１
６

4人 0246-84-8886

平成31年4月1日～平
成31年9月30日 雇用・労災・健康・厚生

05010- 6094591

雇用・労災・健康・厚生
07020- 3159291

一般事務（フルタイム）

○一般事務に従事していただきます。
・データ入力、来客対応、電話応対
・その他付随する業務
＊パソコンはワード、エクセルの他、専用ソフトを使用します。
専用ソフトの使用方法は指導します。　

不問

土日祝他

5人 018-853-1235

不問

6人 018-865-2671

パソコン操作（エク
セル、ワード等）入
力程度

6人 秋田県秋田市

普通自動車免許
（ＡＴ限定可）
（損害保険募集人
資格あれば尚可）

他 有限会社　エル・コミュニケーションズ

総合事務支援

○総合事務員として、営業、工事、経理、総務など下記の業
務に従事していただきます。
・営業は契約業務に関して、社内打合せ、契約書作成と管理
・工事は現場の発注管理。引渡後の管理
・経理はお客様からの入金予定に対しての管理
・総務は社内行事の推進とＤＭ、イベントの支援

＊先輩社員による指導があります。
＊未経験者でも働きやすい職場です。

普通自動車免許
（ＡＴ限定可）
簿記３級以上（日
商、全商どちらか）

火水他 株式会社　日本ハウスホールディン
グス　Ｊ・エポックホーム事業部　秋田毎　週
秋田県秋田市八橋鯲沼町１－２３

パソコン操作できる
方（ワード、エクセ
ル）

15人 秋田県秋田市

1,190人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生・財
形 05010- 6109191

一般事務

・賃貸物件の家賃に関するデータ入力
・付随する一般事務
・家財保険更新業務

＊外出時は社用車（ＡＴ車）を使用

社会福祉法人　秋田県社会福祉事
業団毎　週
秋田県秋田市御所野下堤５－１－１

その他
秋田県秋田市広面字広面２３１－１

9人 018-887-3880

平成31年4月1日～平
成31年9月30日 雇用・労災・健康・厚生

05010- 6172891

雇用・労災・健康・厚生
05010- 6160991

事務員

○事務員として従事していただきます。
・来客対応
・電話対応
・文書受付
・資料作成
・会計補助　等


＊産休職員の代替募集です。

不問

他

25人 018-895-7166

パソコン操作（Ｗｉｎ
ｄｏｗｓ、Ｗｏｒｄ、Ｅｘ
ｃｅｌ、一太郎）

760人 018-889-8360

不問
760人 秋田県秋田市

不問

土日祝 秋田県立秋田明徳館高等学校

一般事務補助

○訓練業務等に関する事務補助
・各種訓練データの作成処理
・学生関係証明書発行
・文書等の収受、発送
・電話及び来客応対等

＊雇用期間：６ヶ月毎の契約更新

＊本人の勤務状況により更新の可能性あり

不問

土日祝他 秋田県立秋田技術専門校
毎　週

秋田県秋田市新屋町字砂奴寄４番
の５３

パソコン操作できる
方（エクセル、ワー
ドの基本操作で可）

111人 秋田県秋田市

28人 秋田県秋田市
平成31年4月1日～平
成31年9月30日 雇用・労災・健康・厚生

05010- 6142391

臨時的任用職員【事
務】　秋田明徳館高校、
新屋高校兼務

○高等学校等就学支援金業務
・申請書、届出書のチェック
・保護者への連絡
・パソコン入力作業
・文書の印刷及び発送
・その他当該業務に関すること
次の勤務になります。
＊秋田明徳館高等学校　週３日　月・水・金
＊新屋高等学校　　　　週２日　火・木

医療法人　久幸会
その他

秋田県秋田市下新城中野字琵琶沼
１２４－１

毎　週
秋田県秋田市中通二丁目１番５１号

111人 018-833-1261

雇用・労災・健康・厚生
05010- 6118091

平成31年4月22日～平
成31年8月31日 雇用・労災・健康・厚生

05010- 6173291

病院事務

○病院の事務管理全般に従事していただきます。
・収支管理、労務管理
・行政等への提出書類の作成
・病院窓口での対応・案内
・レセプト請求
・その他、付随する業務

＊外出時社用車使用

普通自動車免許
（ＡＴ限定可、ペー
パードライバー不
可）

日祝他

その他
潟上市昭和大久保字片田千刈田４２
８番の３

27人 018-877-3208

不問

283人 018-873-5188

不問
502人 秋田県秋田市

27人 秋田県潟上市

雇用・労災・健康・厚生
05010- 6155891

経理事務及び包装出
荷業務

○主に経理事務に従事していただきます。
・伝票整理、請求書作成、経理
・電話応対、来客対応
・庶務、その他付随する業務
・繁忙時、包装出荷業務を手伝っていただくこともありま
　す。

＊会社概要は当社ホームページをご覧ください。

不問

日祝他 株式会社　千田佐市商店



職種・雇用形態・雇用期間 仕事内容 賃金形態・賃金・就業時間

月給

1人 150,000円～170,000円
就業場所

正社員 TEL
変形（１年単位） 企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1) 9時30分～18時30分 就業場所

月給

2人 145,000円～170,000円
就業場所

正社員 TEL
変形（１ヶ月単位） 企業全体

雇用期間の定めなし 40歳以下 就業場所

月給

1人 150,000円～190,000円
就業場所

正社員 TEL
変形（１ヶ月単位） 企業全体

雇用期間の定めなし 40歳以下 (1) 9時00分～18時00分 就業場所

月給

1人 160,000円～200,000円
就業場所

正社員 TEL
変形（１年単位） 企業全体

雇用期間の定めなし 40歳以下 (1) 9時00分～18時00分 就業場所

月給

1人 164,400円～274,460円
就業場所

正社員 TEL
企業全体

雇用期間の定めなし 40歳以下 (1) 8時30分～17時30分 就業場所

月給

1人 220,000円～270,000円
就業場所

正社員 TEL
変形（１年単位） 企業全体

雇用期間の定めなし 59歳以下 (1) 8時00分～17時00分 就業場所
(2) 8時00分～12時00分

月給

1人 150,000円～190,000円
就業場所

正社員 TEL
変形（１年単位） 企業全体

雇用期間の定めなし 30歳以下 (1) 8時00分～17時00分 就業場所

月給

2人 167,100円～172,820円
就業場所

正社員 TEL
変形（１年単位） 企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1) 9時00分～18時00分 就業場所

月給

1人 170,000円～250,000円
就業場所

正社員 TEL
交替制あり 企業全体

雇用期間の定めなし 59歳以下 (1)10時00分～19時00分 就業場所

月給

2人 170,000円～240,000円
就業場所

正社員 TEL
企業全体

雇用期間の定めなし 34歳以下 (1) 8時30分～17時30分 就業場所

平成31年3月22日発行（平成31年3月20日受付分)　Ｎｏ．３

5ページ中 3ページ

求人数
年齢

必要な免許
資格・経験

求人事業所名

休日・従業員数・加入保険 所在地・就業場所

求人番号

経理事務

〇経理事務を担当します。
（主な仕事内容）
・一般経理事務、銀行取引、給与計算等
・入退去に係る費用の精算業務
・弥生会計使用

＊経理事務処理は指導します。

＊外出時は社用車（ＡＴ車）を使用

普通自動車免許（ＡＴ
限定可）
（損害保険募集人資
格あれば尚可）

他 有限会社　エル・コミュニケーションズ
その他

秋田県秋田市広面字広面２３１－１

9人 018-887-3880

パソコン操作できる方
（ワード、エクセル）
経理経験者優遇しま
す

15人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010- 6157591

【急募】ケーキ販売員・
製造（正社員）

○ケーキ販売店舗において販売・製造業務を担当
・接客、商品説明、包装、レジ等
・ケーキ製造
・その他付随する業務あり
＊ケーキの販売、製造に興味のある方希望
＊お店のディスプレイ、包装等、一緒にアイデアを考えてく
　れる方
＊白衣、制服貸与

不問

火他 Ｍａｉｓｏｎ　Ｎａｋａ　（メゾン　ナカ）
その他

秋田県秋田市手形田中５－４７　１Ｆ
－Ｂ

3人 070-6462-3312

不問
3人 秋田県秋田市

雇用・労災
05010- 6143691

不動産業務全般

○不動産にかかる業務に従事していただきます。
・来客対応、物件案内、電話対応。
・土地、建物の売買と仲介業務（契約資料作成等）。
・お客様の要望する物件の情報提供（パソコンやファイルから
検索）。
・資産活用及び不動産の有効活用の提案。
・官公庁等への調査依頼業務。
・パソコンでの入力業務。
＊マイカー使用の場合ガソリン代支給。

普通自動車免許
（ＡＴ限定可）

水他 マスターピース不動産　株式会社
その他

秋田県秋田市東通８丁目１番２号

6人 018-889-6080

不問
6人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010- 6098691

営業

○広告の募集、企画。毎日新聞社専属の総合広告代理店で
す。
・朝日、読売、秋田魁新報社他のＣＭ取材で企業を訪問
・地元ＴＶ局へのＣＭ取材
・毎日新聞の秋田、全国版への広告を訪問または電話で集
稿

＊社有車（ＡＴ車）を使用し、秋田県内を廻ります。
＊業界状況や業務内容については、ていねいに指導します。
＊営業経験者優遇

普通自動車免許
（ＡＴ限定可）

日祝他 株式会社　秋田毎日広告社
その他

秋田県秋田市山王６丁目２０－２２

3人 018-864-4120

不問
3人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010- 6093291

セールスエンジニア［秋
田市］

・冷凍、冷蔵、空調（冷房、暖房、換気）厨房、
　太陽光発電等エコ関連機器資材の卸販売のルート営業
・付随業務として資材管理、配達業務あり
・パソコン操作（ワード・エクセル）可能な方



＊業務上、社有車を使用する機会有

普通自動車免許
（ＡＴ限定不可）

土日祝他 太陽産業　株式会社
毎　週

宮城県仙台市宮城野区扇町７丁目１
－２０

8人 022-388-8033

不問
69人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
04010-21271391

営業［秋田市］

◎工務店への建築資材販売の営業


※営業エリア：秋田市内中心


＊転勤については頻度は少ない
　個人の事情を加味してうえで決定します


普通自動車免許
（ＡＴ限定不可）

日祝他 株式会社　ブルケン東日本
その他

宮城県仙台市宮城野区仙台港北１
丁目６－１８

7人 022-388-8511

営業経験者
160人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
04010-21297691

営業補佐、配達

○営業補佐、配達業務に従事していただきます。
・建設資材のルート販売（主に建設会社への資材販売）
・建設資材、マリン用品、機械器具、漁業資材等の販売
・配達エリアは秋田県内
・社用車使用（乗用車ＭＴ、軽トラＭＴ）

＊既存のお客様への営業、配達です。
＊新規の顧客開拓、訪問販売はありません。

普通自動車免許
（ＡＴ限定不可）

日祝他 株式会社　両羽　秋田支店
その他

秋田県秋田市土崎港西二丁目１２－
５７

11人 018-845-3166

パソコン操作（エク
セル）

22人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010- 6108591

営業補助

・イベント企画等の受注
・クライアントとの打ち合わせ
・パソコンを使っての見積書や台本等の作成
・入札書類作成
・イベント会場での運営、設営補助
＊先輩社員が指導いたしますので、経験がなくても安心して始めら
れます。
＊飛び込み営業やノルマはありません。
＊営業エリアは、主に秋田県全域となります。
＊外出は社有車（ＡＴ車）使用

普通自動車運転免
許（ＡＴ限定可）

他 株式会社　スペースプロジェクト
その他

秋田県秋田市泉北一丁目６－５１

41人 018-866-6881

パソコン操作できる
方（ワード・エクセ
ル）

50人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010- 6114891

営業（秋田支店：秋田
市）

・新規顧客へのコールセンタープレゼン
オペレーターとクライアントの仲介役が主な仕事になります
・ＥＣ事業プレゼン
企業相手のお仕事です
・オペレーション業務付随する各種書類作成
パソコン操作（データ入力・書類作成）
＊ノルマ・飛び込み営業はありません
＊関東・関西など宿泊を伴う出張あり

普通自動車運転免
許（ＡＴ限定可）

日祝他 株式会社　ｉＤＥＮサービス
その他

福島県いわき市好間工業団地１－１
６

4人 0246-84-8886

パソコン操作できる方
（Ｅメール、パワーポ
イント、ワード、エクセ
ル）

15人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
07020- 3158891

福祉用具アドバイザー
（営業職補佐）「秋田
市」

自社製品をメインとする福祉用具を顧客である介護ショップ（貸与事
業者）にレンタルする為のご案内、販促等営業活動全般です。顧客
との信頼関係を構築しながらの営業活動となります。社会貢献性が
高く、これからの日本の超高齢社会を支える仕事です。介護保険制
度の仕組みなどの知識は研修します。また、「福祉用具専門相談
員」資格を取得し、福祉用具を扱う専門家として、業務に従事するこ
とになります。営業活動には、主に社有車（ワンボックス）を使用しま
す。
【営業活動内容】得意先への製品提案営業、介護ショップに対する
製品案内・販売、ルート配送、指定先への設置・回収など

普通自動車免許
（ＡＴ限定可・ペー
パードライバー不
可）

土日祝他 株式会社　ランダルコーポレーション
毎　週

埼玉県朝霞市西原１－７－１

1人 048-475-3661

不問
200人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
11110- 2405591

℡ 018-864-4111

ハローワーク秋田（秋田公共職業安定所）

秋田市茨島１丁目１２－１６
◎ 紙面の関係上、全内容が掲載されておりませんので、詳しい内容を知りたい方、面接を希望される方はハローワークの紹介窓口へお問い合わせ

ください。
◎ 面接にはハローワークが発行する紹介状が必要です。
◎ ハローワークでは随時紹介を行っておりますので、この求人の中でもすでに決定済となっている場合があります。 その際はあしからずご了承 くだ

さい。



職種・雇用形態・雇用期間 仕事内容 賃金形態・賃金・就業時間

月給

1人 156,200円～199,200円
就業場所

正社員 TEL
変形（１ヶ月単位） 企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1) 8時30分～17時00分 就業場所
(2)16時30分～ 9時00分

月給

1人 130,000円～180,000円
就業場所

正社員 TEL
変形（１ヶ月単位） 企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1) 8時30分～17時00分 就業場所
(2)17時00分～ 8時30分
(3)12時00分～20時00分

月給

1人 180,000円～280,000円
就業場所

正社員 TEL
企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1)10時00分～19時00分 就業場所

月給

1人 175,000円～280,000円
就業場所

正社員 TEL
企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1)10時00分～19時00分 就業場所

月給

2人 145,000円～165,000円
就業場所

正社員 TEL
変形（１ヶ月単位） 企業全体

雇用期間の定めなし 不問 就業場所

月給

2人 155,000円～155,000円
就業場所

正社員 TEL
変形（１ヶ月単位） 企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1) 8時30分～17時30分 就業場所

月給

2人 170,000円～180,000円
就業場所

正社員 TEL
企業全体

雇用期間の定めなし 18歳～30歳 (1) 8時00分～17時00分 就業場所

時給（月額換算）

1人 136,936円～149,226円
就業場所

正社員以外 TEL
変形（１年単位） 企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1) 8時00分～17時00分 就業場所
(2) 8時20分～17時00分

月給

1人 160,000円～200,000円
就業場所

正社員 TEL
変形（１年単位） 企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1) 8時00分～17時00分 就業場所
(2) 8時20分～17時00分

月給

1人 170,000円～170,000円
就業場所

正社員 TEL
企業全体

雇用期間の定めなし 40歳以下 (1) 8時30分～17時30分 就業場所

月給

1人 260,000円～280,000円
就業場所

正社員 TEL
変形（１年単位） 企業全体

雇用期間の定めなし 59歳以下 (1) 8時30分～18時00分 就業場所36人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010- 6169691

技術職（昇降機等の保
守点検作業者）

・エレベーター、エスカレーター等の保守点検を行って頂きま
す。修理及びリニューアル業務に伴う見積作成等の事務処理
も行って頂きます。点検は１～２人で行って頂くようになりま
す。
・自らリーダーシップを取り現場をまとめられる方歓迎します。
・点検、検査、若手社員の育成をして頂きます。

＊社用車あり
＊昇降機検査資格者

普通自動車免許
（ＡＴ限定不可）
昇降機検査資格者

日祝他 マルチプライ　株式会社　秋田営業
所その他
秋田県秋田市大町３丁目３番３０号

4人 018-824-5121

経験者に限る

10人 018-864-7021

不問
10人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010- 6083891

雇用・労災・健康・厚生
05010- 6156291

印刷機械オペレーター

○シールの印刷機械を使用して、シールを作る作業です。
・印刷用の紙と版、インク、刃型等を機械にセットし操作しま
す。
・経験は問いません。当社でできる限り丁寧に指導します。
・覚えるのに半年～１年かかります。

不問

土日祝 有限会社三皇シーリング
毎　週

秋田県秋田市牛島西３丁目５－１１

その他
潟上市昭和大久保字片田千刈田４２
８番の３

27人 018-877-3208

不問
27人 秋田県潟上市

27人 秋田県潟上市

雇用・労災・健康・厚生
05010- 6151691

製造業務

○佃煮製造
○食品加工作業
○製品配達

＊上記業務内で適性判断の上、担当を決定します。

＊会社概要は当社ホームページをご覧ください。

不問

日祝他 株式会社　千田佐市商店

佃煮製品出荷手伝い

○製品梱包・出荷手伝い
○つくだ煮製品のパック詰め作業
○製品異物除去作業
○店頭販売手伝い等

＊上記業務内で適性判断の上担当を決定します。

＊会社概要は当社ホームページをご覧ください。

不問

日祝他 株式会社　千田佐市商店
その他

潟上市昭和大久保字片田千刈田４２
８番の３

27人 018-877-3208

不問

3人 018-838-0470

不問
4人 秋田県潟上市

雇用・労災・健康・厚生
05010- 6162791

雇用・労災・健康・厚生
05010- 6166191

支障木伐枝　伐採工事

○電線へ接近している樹木の伐採工事に従事していただき
ます。
・高所作業車での業務あり
・台風、強風等災害対応あり
・現場は潟上市、男鹿市、南秋地域
・社用車運転あり（４ｔトラック、高所作業車等）

普通自動車運転免
許（ＡＴ限定不可）

土日祝他 ウッドカッター　株式会社
毎　週

秋田県秋田市外旭川八幡田１丁目１
４－２３

その他
秋田県秋田市大町２丁目５－１

6人 018-895-7272

不問
250人 秋田県秋田市

12人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010- 6168391

トリマー養成校　講師
（秋田ペット美容学院）

○「秋田ペット美容学院」にて講師として、トリミングを中心とし
た授業を行っていただきます。
・実務講師・座学講師（一部）
・お客様対応（トリミング・ペットホテル）
○トリマーの講師経験が無い方歓迎

※　働き方改革関連認定企業【秋田県】男女イキイキ職場宣
言事業所　
※地域未来牽引企業　選定

各機関におけるトリ
マーライセンスのいず
れか
普通自動車免許（ＡＴ
限定可）

月他 株式会社　きららホールディングス
きららアーバンパレス

調理員【みんなのまち
（サ高住）】

○「みんなのまち（サ高住）」の厨房にて調理全般を担当して
いただきます。

・１日最大３６名分の　朝・昼・夕食の調理
・それに付随する業務（片付け、食器洗浄等）
・商品管理、在庫管理

＊栄養士の作ったメニューを調理していただきます。

　

不問

他 有限会社　岡田商店　給食事業部
秋田ごはんその他
秋田県秋田市外旭川字待合２８　秋
田市公設地方卸売市場内

4人 018-868-6415

不問

0人 018-853-1747

＊ネイリスト経験の
ある方

0人 秋田県秋田市

05010- 6102691

05010- 6101391

ネイリスト

○ネイリストとして従事していただきます。
・秋田県初のオートネイル導入予定。
・オートネイルを使って施術していただきます。
＊使い方はこちらで丁寧に教えます。
＊採用日は６月中旬を予定しております。
※平成３１年６月中旬を目途に下記場所に移転予定
　〒０１０－０９７６
　　秋田市八橋南１丁目２－２７

＊ネイリスト検定

月他 ｈａｉｒ＆ｅｙｅｌａｓｈＴＩＫＩＩ
その他

秋田県秋田市保戸野千代田町１５－
２０

その他
秋田県秋田市保戸野千代田町１５－
２０

0人 018-853-1747

不問
0人 秋田県秋田市

502人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010- 6122291

美容師（スタイリスト）

○美容業務全般とアイラッシュを担当していただきます。
・マツ毛エクステンションは経験がなくても働きながら教育しま
す。

＊未経験者可
＊採用日は６月中旬を予定しております。

※平成３１年６月中旬を目途に下記場所に移転予定
　〒０１０－０９７６
　　秋田市八橋南１丁目２－２７

美容師免許

月他 ｈａｉｒ＆ｅｙｅｌａｓｈＴＩＫＩＩ

事務・サービス管理責
任者

共同生活援助げんきハウス金足（定員１８名）
就労継続支援Ｂ型事業所げんきハウス下新城（定員４０名）
上記施設での業務にあたっていただきます。
・市町村請求（レセプト）・手続き書類作成、契約書類の作成。
・利用料等請求書作成・郵送
・利用者様診療同行
・外部からの見学、ご家族様や関係機関との面談対応

他 医療法人　久幸会
その他

秋田県秋田市下新城中野字琵琶沼
１２４－１

111人 018-873-5188

不問
180人 秋田県秋田市

普通自動車免許
（ＡＴ限定可・ペー
パードライバー不
可）
サービス管理責任
者

雇用・労災・健康・厚生
05010- 6103991

介護福祉士
普通自動車免許
（ＡＴ限定可）

他 社会福祉法人　いずみ会
毎　週

秋田県秋田市泉菅野２丁目１７－１１

127人 018-896-5880

5ページ中 4ページ

平成31年3月22日発行（平成31年3月20日受付分)　Ｎｏ．４
求人数
年齢

必要な免許
資格・経験

求人事業所名

休日・従業員数・加入保険 所在地・就業場所

求人番号

介護職員（リンデンバウ
ムいずみ・ケアハウス）

○特別養護老人ホーム「リンデンバウムいずみ」・「ケアハウス」にお
いて介護業務全般を担当していただきます。
・入浴、食事、排泄等の介助
・生活介助・その他付随する業務
＊入所者は特養５０名程度・ケアハウス４０名程度
＊就業時間（２）夜勤・特養月５～６回程度（４名）
　　　　　　　　宿直・ケアハウス４～５回程度（１名）
＊月１６０時間程度の勤務　　
＊受診介助、社用車使用（ケアハウス）
　働き方改革関連認定企業　【秋田県】男女イキイキ職場宣言事業
所



職種・雇用形態・雇用期間 仕事内容 賃金形態・賃金・就業時間

月給

1人 200,000円～240,000円
就業場所

正社員 TEL
変形（１年単位） 企業全体

雇用期間の定めなし 38歳以下 (1) 8時00分～17時00分 就業場所

月給

1人 140,000円～270,000円
就業場所

正社員 TEL
変形（１年単位） 企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1) 8時30分～17時10分 就業場所

月給

1人 140,000円～270,000円
就業場所

正社員 TEL
変形（１年単位） 企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1) 8時30分～17時10分 就業場所

日給（月額換算）

1人 192,800円～192,800円
就業場所

正社員以外 TEL
変形（１年単位） 企業全体

雇用期間の定めあり 18歳以上 (1) 8時00分～16時45分 就業場所
(2)20時00分～ 4時45分

月給

1人 150,000円～200,000円
就業場所

正社員 TEL
変形（１年単位） 企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1) 9時30分～18時30分 就業場所

日給（月額換算）

3人 161,000円～195,500円
就業場所

正社員 TEL
変形（１年単位） 企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1) 8時00分～17時00分 就業場所

月給

1人 158,000円～207,000円
就業場所

正社員 TEL
企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1) 8時30分～17時30分 就業場所

日給（月額換算）

1人 143,500円～164,000円
就業場所

正社員以外 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1) 8時30分～17時30分 就業場所200人 秋田県秋田市
3ヶ月

雇用・労災・健康・厚生
11110- 2404291

福祉用具の配送スタッ
フ（ルート）「秋田サテラ
イト」

下記の業務を行なっていただきます。
＊ベッドや車椅子等の福祉用具を、個人宅や代理店に配送
　する仕事です。
＊主な配送エリアは、秋田県北エリア、秋田県南エリア、
　秋田市内になります。一日あたり１０件前後（運転走行距
　離：１００ｋｍ位）を廻っていただきます。
＊その他倉庫内業務として、受注商品の準備や返却商品の
　受入れ等の、物流業務も行なっていただきます。
（２０～２５ｋｇの重量物を扱います。）
＊パソコン入力業務あり（基本操作必須）

普通自動車運転免
許（ＡＴ限定可）

土日祝他 株式会社　ランダルコーポレーション
毎　週

埼玉県朝霞市西原１－７－１

1人 048-475-3661

不問

3人 018-835-3688

不問
84人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生・財
形 05010- 6082791

雇用・労災・健康・厚生
05011-  448991

電設資材受配送

・電気工事の配電に関する資材の受配送業務
・受発注伝票パソコン入力作業等を行います。
・配送先は秋田県内の販売先（東北電力、ユアテック工事店
等）で社用車を使用します。
・パソコン操作（ワード、エクセルを使用（定型フォームへの入
力が出来る事）
・専用ソフトの使用方法は指導します。

普通自動車免許
（ＡＴ限定不可）

日祝他 株式会社　中北電機　　秋田営業所
毎　週

秋田県秋田市手形字西谷地７０８

その他
秋田県男鹿市脇本富永字東前田１１
６‐２

6人 0185-25-2447

不問
6人 秋田県男鹿市

15人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010- 6161491

土木作業員および重機
オペレーター

○建設関係土木作業、および建設機械の運転作業です。
・側溝工事（Ｕ字構設置等）
・暗渠工事
・建物の基礎工事全般（型枠など）
・バックホー、ローダーの運転など
・その他建設工事一般
＊現場は男鹿市、潟上市、秋田市内が中心です。
＊会社に集合して現場へ向かいます。
＊社用車（バン、トラック２ｔ・４ｔ車）マニュアル車

中型自動車運転免許
（８ｔ限定、ＡＴ限定不
可）
車両系建設機械資格
（整地掘削）

日他 吉田興建

管理物件のリフォー
ム、修繕

・お部屋のリフレッシュ工事
・設備の故障時の受付、対応、現場確認
・設備の故障等に関する損害賠償保険業務

＊外出時は社用車（ＡＴ車）を使用

パソコン操作できる方（ワード、エクセル）
経験あれば尚可

他 有限会社　エル・コミュニケーションズ
その他

秋田県秋田市広面字広面２３１－１

9人 018-887-3880

2人 018-863-8668

不問
21人 秋田県秋田市

普通自動車免許
（ＡＴ限定可）
（損害保険取扱資
格あれば尚可。な
い場合は入社後、
会社の費用負担に
より取得していただ
きます）

6ヶ月
雇用・労災・健康・厚生

05010- 6100091

雇用・労災・健康・厚生
05010- 6104491

一般作業員


○廃材（木材）等を粉砕機に投入し、チップの製造

フォークリフト免許

他 エー・ピー物流　株式会社
その他

秋田市川尻町字大川反２３２－１

その他
秋田市外旭川字三千刈１２６－１

7人 018-862-6636

不問
10人 秋田県秋田市

10人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010- 6105791

自動車塗装工

・自動車塗装業務に従事していただきます。
・その他付随する業務
＊弊社では、環境整備の一環として昨年９月に最新型塗装室（ブー
ス）を新設し、作業環境が優れております。また、国産車はもとより輸
入車全車種の調色に対応できる（多角型分光側色機）を設備し、調
色難度をクリアしております。＊未経験者には経験者が懇切丁寧に
指導しますので、短期間で技術の習得可能です。なお、経験者は優
遇いたします。
＊３年以上勤めた方には、国家資格の金属塗装２級、１級の資格取
得の機会を付与いたします。

普通自動車運転免
許（ＡＴ限定不可）

日祝他 株式会社　センカ

自動車鈑金工

・自動車、事故車修理等の鈑金業務に従事していただきま
す。
・その他付随する業務
＊弊社では、軽鈑金から重整備の難度性の高い事故車を手
掛けており、昨今の高技術車に対応できる機器を導入してお
ります。
＊お客様に安心を乗せてお帰り頂く為に、各種認定資格（分
解整備認証、特殊整備業者、優良車体整備指定工場第二
種、先進安全自動車対応優良車体整備工場）等を取得して
おります。

普通自動車運転免
許（ＡＴ限定不可）

日祝他 株式会社　センカ
その他

秋田市外旭川字三千刈１２６－１

7人 018-862-6636

不問

不問
35人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010- 6150391

普通自動車免許
（ＡＴ限定不可）

日祝他 東洋メンテナンス　株式会社　秋田工
場その他
秋田県秋田市河辺松渕字川原田家
ノ後１番地１６

5人 018-882-5225

5ページ中 5ページ

平成31年3月22日発行（平成31年3月20日受付分)　Ｎｏ．５

求人数
年齢

必要な免許
資格・経験

求人事業所名

休日・従業員数・加入保険 所在地・就業場所

求人番号

コンプレッサー及び周
辺機器のサービス業務

・スクリュー式コンプレッサーと周辺機器の整備、修理及び
コスト削減提案

＊お客様は各種工場、事業所等で現地作業中心
＊５県７工場（秋田・岩手・山形・新潟・長野）の連携に
よるサービス体制
＊県内外出張有り

＊社用車使用（ＭＴ車またはＡＴ車）

℡ 018-864-4111

ハローワーク秋田（秋田公共職業安定所）

秋田市茨島１丁目１２－１６
◎ 紙面の関係上、全内容が掲載されておりませんので、詳しい内容を知りたい方、面接を希望される方はハローワークの紹介窓口へお問い合わせ

ください。
◎ 面接にはハローワークが発行する紹介状が必要です。
◎ ハローワークでは随時紹介を行っておりますので、この求人の中でもすでに決定済となっている場合があります。 その際はあしからずご了承 くだ

さい。



秋田市中通2-3-8　アトリオン３F 秋田市御所野地蔵田3-1-1　秋田テルサ３F
Tel　018-836-7820 Fax　018-831-1817 Tel　018-889-8609 Fax　018-889-8610
ご利用時間 ご利用時間／９：００～１７：１５
　月・金曜日        ９：００～１８：３０ （土日・祝日・年末年始は閉庁）
　火・水・木曜日 　９：００～１７：１５ ○ハローワーク相談コーナー
　土曜日　　　　　１０：００～１７：００(原則第２・４のみ開庁)

（※日曜、祝日、年末年始は閉庁）
○職業相談・紹介・求人情報検索コーナー ○求人情報検索コーナー

【マザーズコーナー秋田】

 
Tel　018-836-9001 Fax　018-831-1817

○子育てをしながら働くことを望む求職者の
職業相談・紹介を専門に行います。

 場所、利用時間はハローワークプラザアトリ
 オンと同じ。

　　いずれの施設もハローワーク秋田と同じ求人情報がご覧いただけます。
　　職業相談・職業紹介も行っていますので、是非ご利用ください。

【ハローワークプラザアトリオン】 　【ハローワークプラザ御所野】

　ハローワーク秋田と同様の職業相談・紹介を
行います。

　ハローワーク秋田と同様の職業相談・紹介を
行います。

　ハローワーク秋田の求人情報検索コーナーと
同じ内容の検索ができます。

ハローワーク秋田附属施設のご案内



職種・雇用形態・雇用期間 仕事内容 賃金形態・賃金・就業時間

月給

1人 230,000円～350,000円
就業場所

正社員 TEL
変形（１年単位） 企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1) 8時00分～17時00分 就業場所

月給

1人 330,480円～558,140円
就業場所

正社員 TEL
企業全体

雇用期間の定めなし 59歳以下 (1) 8時00分～17時00分 就業場所

月給

3人 170,000円～400,000円
就業場所

正社員 TEL
企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1) 8時45分～17時30分 就業場所

月給

1人 151,400円～151,400円
就業場所

正社員 TEL
変形（１ヶ月単位） 企業全体

雇用期間の定めなし 59歳以下 (1) 5時30分～14時30分 就業場所
(2) 8時30分～18時00分
(3) 9時30分～19時00分

月給

1人 200,000円～220,000円
就業場所

正社員 TEL
企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1) 8時30分～17時30分 就業場所

日給（月額換算）

1人 123,220円～129,280円
就業場所

正社員 TEL
企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1) 8時00分～17時00分 就業場所

日給（月額換算）

1人 141,600円～199,800円
就業場所

正社員以外 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1) 8時30分～17時15分 就業場所

日給（月額換算）

1人 148,190円～148,190円
就業場所

正社員以外 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1) 8時30分～17時00分 就業場所

月給

2人 172,000円～270,000円
就業場所

正社員 TEL
企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1) 9時00分～19時00分 就業場所
(2) 8時30分～15時30分

月給

1人 130,000円～150,000円
就業場所

正社員 TEL
企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1) 8時30分～17時30分 就業場所
(2) 8時30分～12時30分

8人 018-823-5252

医療事務できる方
（経験者尚可）

8人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010- 6235591

雇用・労災・健康・厚生
05010- 6196491

医療事務

○医療事務職として勤務していただきます。
【仕事内容詳細】
・医療事務一般及び受付業務
・医療保険請求（レセプトコンピューター使用）
・薬剤室助手
・その他、付随する業務


不問

日祝他 医療法人　内科胃腸科濱島医院
その他

秋田県秋田市保戸野すわ町１５－２
０

毎　週
秋田県秋田市寺内字三千刈３７１－
１

8人 090-2545-5464

不問
8人 秋田県秋田市

2,334人 秋田県秋田市
平成31年4月15日～平
成33年3月31日 雇用・労災・健康・厚生

05010- 6218291

歯科助手兼受付

○歯科クリニックで歯科助手兼受付業務をして頂きます。
・歯科診療、補助業務、診療用各機械器具消毒、管理業務等がメイ
ンの仕事
・受付事務、その他付随する業務
・歯科医師の求める技術をヒアリングし、指導内容を確認、トリートメ
ントコーディネーター導入の為の指導、その他、社内研修、資料作成
あり。
＊当院マニュアルに沿って指導致しますので、安心出来る職場で
す。
＊勤務日・就業時間は相談に応じます。
＊規模拡大のため人員増

不問

水祝他 医療法人社団　ＪＵＫＩ

事務系スタッフ（学生支
援・就職課）

所属先：学生支援・就職課
・入学料、授業料等の免除に関する業務
・奨学金、緊急支援等、学生への経済的な支援制度等に関
する業務
・学生寮に関する業務
・上記業務に付帯した学生窓口相談、受付業務
※採用後、配置換等により変更の可能性があります。
　働き方改革関連認定企業【くるみん】

不問

土日祝他 国立大学法人　秋田大学
毎　週

秋田県秋田市手形学園町１－１

763人 018-889-2215

・パソコン操作全般
（ワード、エクセル、
電子メール）が出来
ること（必須）

018-862-4191

38人 秋田県秋田市
平成31年5月1日～平
成32年3月31日 雇用・公災・健康・厚生

05010- 6174591

・国有財産の管理処
分業務又は不動産取
引・管理に関する仕
事に従事した経験が
ある方。又はこれと同
等の知識を有してい
ると認められる方・パ
ソコン操作（備考参
照）

雇用・労災・健康・厚生
05010- 6234291

期間業務職員（事務補
佐員）　【管財課】

○国有財産の管理処分に関する業務

　・国有財産の公図、公簿調査及び現地調査等補助事務
　・土地境界確定申請に関する補助事務
　・その他管財課所掌に係る補助事務等


土日祝他 東北財務局　秋田財務事務所
毎　週

秋田県秋田市山王７丁目１－４　秋
田第二合同庁舎

38人

毎　週
秋田県潟上市天王字コアッコ１３４－
８

11人 018-878-2056

事務経験のある方
11人 秋田県潟上市

37人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010- 6220391

一般事務（トライアル雇
用併用求人）

○事務業務全般
・パソコンを使用しての文書作成
・電話、来客応対
・銀行用務
・雇用保険、社会保険に係る事務
・会社内の清掃　等
＊外出用務は自家用車使用（ガソリン代支給）
働き方改革関連認定企業
【秋田県】男女イキイキ職場宣言事業所

普通自動車運転免
許（ＡＴ限定可）

土日祝他 共和建設　株式会社

介護支援専門員（ケア
マネージャー）

・介護に関わるご相談、要介護認定申請の手続き代行
・ケアプラン、介護予防ケアプランの作成
・介護サービスを提供する居宅サービス事業者及び介護福祉
施設との連絡調整
・市区町村、保健医療福祉サービス機関との連絡調整
・居宅サービス利用時の苦情や疑問の受付け対応

＊訪問には社用車（軽ＡＴ車）を使用。

＊介護支援専門員又
は主任介護支援専門
員
＊普通自動車免許
（ＡＴ限定可）

土日祝他 一般社団法人　秋田市医師会
毎　週

秋田県秋田市八橋南１丁目８－５

8人 018-865-0252

パソコン操作（ワード・
エクセル・一太郎等）
ケアマネ経験者優遇

99人 018-845-0251

不問
354人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010- 6236191

雇用・労災・健康・厚生
05010- 6183191

栄養士

○病院厨房内での調理作業全般に従事していただきます。

＊入院及び入所者（ショートステイ）約８０名～９０名程度の
朝・昼・夕の調理、配膳、後片づけ等
＊常時６～７名で調理
＊白衣貸与
＊働き方改革関連認定企業【くるみん】
【秋田県】男女イキイキ職場宣言事業所
【秋田県】介護サービス事業所認定評価制度

栄養士

他 医療法人　正和会　五十嵐記念病院
その他

秋田県秋田市土崎港中央１丁目１７
－２３

毎　週
秋田県秋田市山王３丁目１－７　東カ
ンビル７階

36人 018-895-5515

コンピューターの基
礎知識（必須）
開発経験者は尚可

36人 秋田県秋田市

273人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
04010-21354491

コンピュータソフトウェア
のサポートセンター業
務

・大手電機メーカーの開発技術者向けＷｉｎｄｏｗｓ系及びパッ
ケージソフトウエア適用のサポートセンター業務を担当してい
ただきます。
　　　　　　　　　　　　　
＊当初はサポートセンター業務ですが、本人の能力により、
　開発ＳＥへの異動も可

＊働き方改革関連認定企業
　【秋田県】男女イキイキ職場宣言事業所

不問

土日祝他 株式会社エイチ・アイ・ティ

電気設備施工管理［秋
田市・横手市・大仙市］

商業施設、変電施設、福祉施設等の各建設現場等における電気設
備施工管理業務に従事して頂きます。
（業者の段取り、作業員への指示、品質管理、工程管理、安全管
理、打ち合わせ他）

※ご本人の希望や適性を踏まえて担当現場を決定致します。
※施工管理経験があれば、公認資格の有無は問いません。
※随時、各地域にて面接や会社説明会を行っております。
　予約や今後のスケジュール等はお気軽にご連絡ください。
※就業場所は応相談させて頂きます。

普通自動車免許
（ＡＴ限定可）

土日祝他 株式会社　メイジン
毎　週

宮城県仙台市青葉区本町１丁目１－
８　第１日本オフィスビル７階

87人 022-224-6841

施工管理５年以上
ＰＣ操作（エクセル・
ワード）

平成31年3月25日発行（平成31年3月22日受付分)　Ｎｏ．１

3ページ中 1ページ

求人数
年齢

必要な免許
資格・経験

求人事業所名

休日・従業員数・加入保険 所在地・就業場所

求人番号

盤設計

・配電盤、制御盤の設計
　（きょう体、単線結線図、シーケンス回路　等の設計）




働き方改革関連認定企業
【秋田県】男女イキイキ職場宣言事業所

普通自動車運転免
許（ＡＴ限定可）

日祝他 株式会社　アイセス
その他

秋田県南秋田郡井川町北川尻字下
田面替場１１の１

50人 018-874-3252

経験者のみ（経験
年数不問）

50人 秋田県南秋田郡井川町

雇用・労災・健康・厚生
05010- 6215491

℡ 018-864-4111

ハローワーク秋田（秋田公共職業安定所）

秋田市茨島１丁目１２－１６
◎ 紙面の関係上、全内容が掲載されておりませんので、詳しい内容を知りたい方、面接を希望される方はハローワークの紹介窓口へお問い合わせ

ください。
◎ 面接にはハローワークが発行する紹介状が必要です。
◎ ハローワークでは随時紹介を行っておりますので、この求人の中でもすでに決定済となっている場合があります。 その際はあしからずご了承 くだ

さい。



職種・雇用形態・雇用期間 仕事内容 賃金形態・賃金・就業時間

月給

1人 180,000円～350,000円
就業場所

正社員 TEL
変形（１年単位） 企業全体

雇用期間の定めなし 40歳以下 (1) 8時00分～17時00分 就業場所

月給

5人 150,000円～150,000円
就業場所

正社員 TEL
企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1) 8時30分～17時00分 就業場所

月給

2人 201,000円～280,000円
就業場所

正社員 TEL
変形（１ヶ月単位） 企業全体

雇用期間の定めなし 40歳以下 (1)10時00分～20時00分 就業場所

月給

1人 205,100円～305,100円
就業場所

正社員 TEL
企業全体

雇用期間の定めなし 59歳以下 (1) 8時00分～16時50分 就業場所

月給

1人 177,300円～184,800円
就業場所

正社員 TEL
変形（１ヶ月単位） 企業全体

雇用期間の定めなし 64歳以下 (1) 6時30分～15時30分 就業場所
(2) 8時30分～17時00分
(3)10時00分～19時30分

月給

1人 170,000円～210,000円
就業場所

正社員 TEL
変形（１ヶ月単位） 企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1) 8時30分～17時10分 就業場所

日給（月額換算）

3人 124,000円～124,000円
就業場所

正社員以外 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1) 8時15分～16時45分 就業場所

月給

1人 200,000円～350,000円
就業場所

正社員 TEL
変形（１ヶ月単位） 企業全体

雇用期間の定めなし 18歳以上 (1)14時00分～ 0時00分 就業場所

月給

1人 163,000円～163,000円
就業場所

正社員 TEL
企業全体

雇用期間の定めなし 61歳以下 就業場所

月給

2人 150,000円～250,000円
就業場所

正社員 TEL
変形（１年単位） 企業全体

雇用期間の定めなし 40歳以下 (1) 8時30分～17時30分 就業場所

時給（月額換算）

1人 184,800円～184,800円
就業場所

有期雇用派遣 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1) 6時00分～14時00分 就業場所14,000人 秋田県秋田市
平成31年4月8日～平
成31年5月31日 雇用・労災

05010- 6176091

原材料の機器投入、
データ管理【秋田市】

○派遣先事業所にて、サプリメントの原材料の粉の機械への
投入、機械の掃除、データの管理の仕事に従事していただき
ます。

＊白衣を着ての作業もあります。

不問

日他 株式会社　テクノ・サービス　秋田営
業所その他
秋田県秋田市中通２丁目１－３６　マ
グナスビル

0人 0120-709-707

不問

13人 018-828-3181

不問
31人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生・財
形 05010- 6232791

雇用・労災・健康・厚生
04010-21685991

金属加工・板金加工

・鉄道車両、半導体、液晶装置の部品や配電設備、照明器具
などあらゆる金属加工を大手メーカーより受注。ステンレス、
アルミ、鉄と幅広く加工します。
・切断、まげ、溶接、検査
・機械を使って作業します。

不問

日祝他 松栄金属　株式会社　秋田営業所・
工場毎　週
秋田市豊岩小山字狐森３２１（豊岩工
業団地内）

毎　週
宮城県仙台市青葉区中央３－４－１
２　仙台ＳＳスチールビル２　８階

2人 022-208-7575

不問
1,200人 秋田県秋田市

51人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010- 6202191

（請）社員寮管理業務
（住込み）［秋田市］

◎大手企業男子単身寮の管理業務全般を住込みで行って頂きま
す。
・単身者１名の募集です。
・施設の規模は２０室程度です。
・朝、夕の食事提供、食材購入・調理業務をお願いします。
・食事は家庭料理的な物で現時点での食事数は１食あたり１０食程
度です。
※マイカー所有者歓迎＜食材購入時に使用の為＞
※６２歳以上の方の応募可（嘱託社員）

不問

土日祝他 株式会社　あなぶき社宅サービス
東北支店

調理全般「福ト屋」

○炭火居酒屋「福ト屋」にて手作りでメニューを提供していただきま
す。
・食材の仕込み
・調理、盛り付け
・メニューの説明
・食器および調理器具の洗浄、片付け
・厨房内の清掃　等
＊調理スタッフ３～４名で対応しています。
＊簡単な仕込み作業から本格的な調理まで、調理経験がない方に
はお教えします。
＊賄い付き、制服貸与

不問

他 有限会社　コーエーフーズ
その他

秋田県秋田市仁井田新田２丁目６－
１９

9人 018-853-1700

不問

4人 018-888-5803

不問
3,496人 秋田県秋田市

平成31年4月2日～平
成32年3月31日 雇用・労災・健康・厚生

05010- 6212391

雇用・労災・健康・厚生
05010- 6180891

給食調理員（嘱託職
員）

○学校の給食調理場で学校給食の準備、調理、および清掃
などの業務を行っていただきます。

○長期休業など学校給食がない日は、休日となります。

不問

土日祝他 秋田市教育委員会
毎　週

秋田県秋田市山王１丁目１－１

毎　週
秋田県秋田市新屋鳥木町１－７３

22人 050-3536-9389

22人 秋田県秋田市

330人 秋田県秋田市
平成31年4月1日～

雇用・労災・健康・厚生
05010- 6211091

サービス管理責任者・
サービス管理責任者候
補

＊障害者就労継続支援Ａ型事業所のサービス管理業務に従
事していただきます。
・ニーズや状況のヒアリング及び適性のアセスメント。
・個別支援計画の作成及び管理。
・利用者の作業手伝い、環境整備。
・各種書類手続き及び、付添での運転あり。

＊明るく、人と平等に接することや、利用者の支援を考えてい
けること、臨機応変に対応することが求められます。

土日祝 ちゃれんじ工房　株式会社

介護員（正社員）

○利用者様の介護業務全般に従事していただきます。
・食事、入浴、排泄等の介助
・その他、付随する業務
＊特別養護老人ホーム「高清水寿光園」入所者１１０名
　障害者支援施設　　「雄高園」　　　入所者　８０名
　特別養護老人ホーム「南寿園」　　　入所者　５０名
　救護施設　　　　　「玉葉荘」　　　入所者１５０名
　福祉型障害児入所施設「若竹学園」　入所者　３０名
※最初は「高清水寿光園」での勤務となります。
※平成３１年４月１日からの採用です。

介護福祉士

他 社会福祉法人　秋田県厚生協会　特
別養護老人ホ－ム高清水寿光園その他
秋田県秋田市寺内後城６－４１

330人 018-880-1050

不問

25人 03-3449-4781

・営業経験（業種不
問）
・ＭＲや医療業界営
業の経験、尚可

2,065人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生・財
形 13040-39825891

雇用・労災・健康・厚生・財
形 13010-39739791

（正社員）介護施設・病
院向け営業職（秋田エ
リア担当）

担当エリア内の病院・介護施設を訪問し、当社の大人用オム
ツをはじめとする介護用品の紹介・導入提案・販売促進など
を行います。また商品ニーズのヒアリングや排泄ケア方法の
課題解決に向けた提案、必要に応じ、現場でオムツ交換をし
たり、病院・施設内の勉強会を行っていただきます。

＊直行直帰が基本となります。

・普通自動車免許（Ａ
Ｔ限定可）は必須
・介護系資格があれ
ば、尚可
・看護師資格優遇

土日祝他 ユニ・チャーム株式会社
毎　週

東京都港区三田３－５－２７　住友不
動産三田ツインビル西館

その他
東京都千代田区丸の内二丁目７番３
号　東京ビルディング２５階

5人 03-5208-5506

不問
2,420人 秋田県秋田市

5人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010- 6182591

営業：クルマの販売・買
取／秋田市

業界未経験歓迎
ガリバーでは２０２０年世界一に向けてクルマの査定・買取及
び販売を強化しております。明確な評価制度、安定した環境
で、あなたのがんばりを全力でサポートします。

普通自動車免許
（ＭＴ）

他 株式会社　ＩＤＯＭ

営業

○お布団の打ち直し、羽毛のリフォームの営業です。
・２ヶ月間の研修期間がありますので、未経験の方でも安心し
てご応募いただけます。


＊給与は基本給＋皆勤手当＋業績給となります。また、半年
に一度業績給をもとに給与査定がありますので、昇給・役職
手当などにより高収入も可能です。

不問

土日祝他 株式会社Ｒｏｏｔｓｌｉｖｉｎｇ
毎　週

秋田県秋田市飯島鼠田４丁目５－６
５

018-874-3252

5人 018-811-1462

不問

不問
50人 秋田県南秋田郡井川町

○配電盤、制御盤の営業に従事していただきます。
・当社で設計・製作している高圧配電盤（キュービクル）や電
気設備（空調・ポンプ・他動力）で使用される制御盤等の受注
活動業務になります。
・営業範囲：県内及び東北地域
・社用車（ＡＴ）使用
働き方改革関連認定企業
【秋田県】男女イキイキ職場宣言事業所

雇用・労災・健康・厚生
05010- 6214991

普通自動車運転免
許（ＡＴ限定可）

日祝 株式会社　アイセス
その他

秋田県南秋田郡井川町北川尻字下
田面替場１１の１

50人

サービス管理責任者
講習を受講された方
及び受講要件満たす
方（求人条件特記事
項欄参照）
普通自動車運転免許
（ＡＴ限定可）

3ページ中 2ページ

平成31年3月25日発行（平成31年3月22日受付分)　Ｎｏ．２
求人数
年齢

必要な免許
資格・経験

求人事業所名

休日・従業員数・加入保険 所在地・就業場所

求人番号

営業



職種・雇用形態・雇用期間 仕事内容 賃金形態・賃金・就業時間

月給

1人 150,000円～250,000円
就業場所

正社員 TEL
変形（１年単位） 企業全体

雇用期間の定めなし 30歳以下 (1) 8時00分～17時00分 就業場所

時給（月額換算）

10人 211,200円～211,200円
就業場所

有期雇用派遣 TEL
交替制あり 企業全体

雇用期間の定めあり 18歳以上 (1) 8時00分～17時00分 就業場所
(2)17時00分～ 2時00分
(3) 0時00分～ 9時00分

日給（月額換算）

3人 222,300円～271,700円
就業場所

正社員 TEL
企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1) 8時00分～17時00分 就業場所

月給

3人 190,000円～240,000円
就業場所

正社員 TEL
変形（１ヶ月単位） 企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1) 8時00分～17時00分 就業場所

月給

1人 190,000円～190,000円
就業場所

正社員 TEL
企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1) 8時00分～17時00分 就業場所20人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010- 6189791

作業員兼運転手助手

○秋田市より委託された家庭ごみなどの収集、運搬に係る作
業及び運転手の助手を担当します。

＊一定期間の研修後、運転業務もあります。

＊体力が必要なお仕事です。

＊使用する車両は最大で４ｔ車

中型自動車運転免
許（準中型以上）
＊運転する車両は
最大４ｔ車

土日他 協業組合秋田クリーン
毎　週

秋田県秋田市寺内字イサノ７６－１

20人 018-865-5385

中型車の運転業務
経験があり、過去３
年間無事故の方

3人 018-878-3555

不問
3人 秋田県潟上市

雇用・労災・健康・厚生
05010- 6191191

雇用・労災・健康・厚生
05010- 6179991

土木作業員

○建設現場における土木作業に従事していただきます。

・道路、駐車場の築造
・Ｕ字溝敷設、路盤整正
・バックホー等、建設機械オペレーター業務
・会社出社後、社有車（ＭＴ）で現場に移動


車両系建設機械
（掘削）免許
中型自動車免許
（ＡＴ限定不可）

日他 有限会社　橋本組
その他

秋田県潟上市天王字北野３４１－３

その他
秋田県秋田市太平中関字寺中７

17人 018-889-7008

18人 秋田県秋田市

14,000人 秋田県南秋田郡五城目町
平成31年4月15日～平
成31年5月31日 雇用・労災

05010- 6229091

土木建設作業員及び
大型ダンプ運転手

○秋田市内及び近郊の道路、河川等の工事における土木建
設作業、ダンプ運転（４ｔ車、１０ｔ車）、重機等のオペレーター
作業に従事します。
・現場管理
・その他付随する業務

＊中型・大型自動車・重機免許のない方は土木建設作業員
として従事していただきます。免許保持者優遇。
＊県外への出張はありません。


日祝他 有限会社　ＴＡＧＵＣＨＩコーポレーショ
ン

電気機器製造（交替
制）　　　　【五城目町】

○電気機器を製造している会社で、手作業でのコイル巻き付
けや、金属仕上げ作業を行っていただきます。

※その他、付随する作業あり。

＊就業開始日相談可能

不問

日他 株式会社　テクノ・サービス　秋田営
業所その他
秋田県秋田市中通２丁目１－３６　マ
グナスビル

018-874-3252

20人 0120-709-707

不問

不問
50人 秋田県南秋田郡井川町

・制御盤・電装部の組立・配線・検査業務などを行っていただ
きます。


働き方改革関連認定企業
【秋田県】男女イキイキ職場宣言事業所

雇用・労災・健康・厚生
05010- 6216791

普通免許（ＡＴ限定
可）

日祝 株式会社　アイセス
その他

秋田県南秋田郡井川町北川尻字下
田面替場１１の１

50人

＊普通自動車運転
免許（ＡＴ限定不
可）は必須

　１・２級土木施工
管理技士は優遇
　中型・大型自動
車・重機免許は優
遇

平成31年3月25日発行（平成31年3月22日受付分)　Ｎｏ．３

3ページ中 3ページ

求人数
年齢

必要な免許
資格・経験

求人事業所名

休日・従業員数・加入保険 所在地・就業場所

求人番号

盤製造

℡ 018-864-4111

ハローワーク秋田（秋田公共職業安定所）

秋田市茨島１丁目１２－１６
◎ 紙面の関係上、全内容が掲載されておりませんので、詳しい内容を知りたい方、面接を希望される方はハローワークの紹介窓口へお問い合わせ

ください。
◎ 面接にはハローワークが発行する紹介状が必要です。
◎ ハローワークでは随時紹介を行っておりますので、この求人の中でもすでに決定済となっている場合があります。 その際はあしからずご了承 くだ

さい。

　　　　●求人に興味はあるけれど、いきなり面接は不安・・・
　　　　●色々な会社の情報を集めたい！

　

　　ハローワーク秋田１階相談室において、下記日程の午前１０時～１２時と午後２時～４時にそれぞれ
　　開催します。（午後開催のみ●で表示していますので、お間違えのないようお願いします）
　　面談時間は１人２０分となります（事前予約必要）。詳細は窓口にお問い合わせください。
　
　１．　３月２５日　㈱無限堂【調理、ホール係】
　２．　３月２６日　西武　秋田店【化粧品販売】
　３．　３月２７日　医療法人　正和会(関係法人含む)【介護福祉士、看護師、介護員、調理員　他】
　　　　　　　　　　　　※６０歳以上応募歓迎！！
　４．　３月２８日　㈲アイ・サポート【介護スタッフ】
　５．　３月２９日　社会福祉法人新秋会【介護職員、看護職員】
　６．　４月　１日　㈱秋田温泉さとみ(福祉事業部)【看護師、介護職員】
　７．　４月　２日　㈱イースリー【電気工事及び設備工事補助】
　８．　４月　２日●㈱全建【大型ウイング乗務員、平ボデー乗務員】
　９．　４月　３日　㈱ホテル・アルファーワン秋田【フロントスタッフ、ホテルスタッフ補助】
１０．　４月　３日●㈱品川商事　秋田店【営業兼工場管理者、綿入れ作業員、裁断、工場内作業員　他】
１１．　４月　４日　大同生命保険㈱秋田営業部【法人営業・アフターサービス】
１２．　４月　５日　㈱シンワ【介護職員、看護職員、調理員】
１３．　４月　８日　㈱和敬園「ショートステイ御所野の森」【介護職】

ミニ面談会（CoCo de 面談会）のご案内

履歴書不要!! 手ぶらでＧＯ!!



秋田市中通2-3-8　アトリオン３F 秋田市御所野地蔵田3-1-1　秋田テルサ３F
Tel　018-836-7820 Fax　018-831-1817 Tel　018-889-8609 Fax　018-889-8610
ご利用時間 ご利用時間／９：００～１７：１５
　月・金曜日        ９：００～１８：３０ （土日・祝日・年末年始は閉庁）
　火・水・木曜日 　９：００～１７：１５ ○ハローワーク相談コーナー
　土曜日　　　　　１０：００～１７：００(原則第２・４のみ開庁)

（※日曜、祝日、年末年始は閉庁）
○職業相談・紹介・求人情報検索コーナー ○求人情報検索コーナー

【マザーズコーナー秋田】

 
Tel　018-836-9001 Fax　018-831-1817

○子育てをしながら働くことを望む求職者の
職業相談・紹介を専門に行います。

 場所、利用時間はハローワークプラザアトリ
 オンと同じ。

　　いずれの施設もハローワーク秋田と同じ求人情報がご覧いただけます。
　　職業相談・職業紹介も行っていますので、是非ご利用ください。

【ハローワークプラザアトリオン】 　【ハローワークプラザ御所野】

　ハローワーク秋田と同様の職業相談・紹介を
行います。

　ハローワーク秋田と同様の職業相談・紹介を
行います。

　ハローワーク秋田の求人情報検索コーナーと
同じ内容の検索ができます。

ハローワーク秋田附属施設のご案内


